
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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県秋田市 12時間
平成21年5月5日～
平成21年5月6日

12,000円 160人
平成21年3月16日～
平成21年4月10日

平21-
10012-
00464号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県秋田市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 160人
平成21年6月1日～
平成21年7月1日

平21-
10012-
00465号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県横手市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 160人
平成21年6月10日～
平成21年7月10日

平21-
10012-
00466号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県秋田市 12時間
平成21年8月16日～
平成21年8月17日

12,000円 160人
平成21年6月16日～
平成21年7月16日

平21-
10012-
00467号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県大館市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 160人
平成21年6月19日～
平成21年7月17日

平21-
10012-
00468号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

秋田大学 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」「学校の内外での連携協力
についての理解」を深めることで、教員として十分な知識技
能を有しているかについての確認と、新しく必要になってき
ている知識技能の獲得を目指す。講義は教育に関わる最新
の制度、政策、理論の動向を扱うとともに、教育実践・臨床
に関わる具体的な諸問題を取り上げ、受講者参加型の実施
形態を目指す。また、ワークショップの部分も設け、受講者
が日頃の実践を振り返り、他の受講者とともに経験を交流し
あう機会を設ける。

秋田県秋田市 12時間
平成22年1月9日～
平成22年1月10日

12,000円 160人
平成21年11月9日～
平成21年12月9日

平21-
10012-
00469号

018-889-3193
http://www.akita-
u.ac.jp/

平成２１年度（第２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

森和彦　(教育文化学部教授）
中野良樹　(教育文化学部准教授）
柴田健　(教育文化学部教授）
清水貴裕　(教育文化学部講師）
北島正人　(教育文化学部講師）
大城英名　(教育文化学部教授）
姫野完治　(教育文化学部准教授）
浦野弘　(教育文化学部教授）
細川和仁　(教育推進総合センター准教授）
奥山順子　(教育文化学部准教授）
山名裕子　(教育文化学部准教授）
上田孝典　(国際教養大学助教）
紺野祐　(秋田県立大学准教授）
原義彦　(教育文化学部准教授）
佐藤修司　(教育文化学部教授）
佐伯知美　(国際教養大学助教）
濱田　純　(秋田県教育委員会参事）
熊谷　暁　(秋田県総合教育センター所長）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

山形大学 教育の最新事情

　次の４つのことを中心に教育の最新事情について講義す
る。
①急激な社会の変化の中で学校及び教員に期待される役
割について
②最新の脳科学や心理学の成果を踏まえた発達や障害児
についての新たな知見、および子ども全般の変化とそれに
対応した適切な指導の仕方について
③最近の学習指導要領の改訂のねらい、および教育法規
の改正等にみられる教育政策の動向について
④保護者・地域社会との組織的な連携、および学校におけ
る危機管理上の課題について

伊勢　孝之（地域教育文化学部教授）
坂本　明美（教職研究総合センター講師）
西村　学（地域教育文化学部教授）
三浦　光哉（地域教育文化学部教授）
大村　一史（地域教育文化学部准教授）
渡邉　誠一（教職研究総合センター教授）
若林　身歌（教職研究総合センター講師）
長南　博昭（地域教育文化学部教授）

山形県山形市 12時間
平成21年 8月11日～
平成21年 8月12日

12,000円 400人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
10013-
00304号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/index-j.html

山形大学 教育の最新事情

　次の４つのことを中心に教育の最新事情について講義す
る。
①急激な社会の変化の中で学校及び教員に期待される役
割について
②最新の脳科学や心理学の成果を踏まえた発達や障害児
についての新たな知見、および子ども全般の変化とそれに
対応した適切な指導の仕方について
③最近の学習指導要領の改訂のねらい、および教育法規
の改正等にみられる教育政策の動向について
④保護者・地域社会との組織的な連携、および学校におけ
る危機管理上の課題について

伊勢　孝之（地域教育文化学部教授）
坂本　明美（教職研究総合センター講師）
西村　学（地域教育文化学部教授）
三浦　光哉（地域教育文化学部教授）
大村　一史（地域教育文化学部准教授）
渡邉　誠一（教職研究総合センター教授）
若林　身歌（教職研究総合センター講師）
長南　博昭（地域教育文化学部教授）

山形県米沢市 12時間
平成21年　8月　3日～
平成21年　8月　4日

12,000円 200人
平成21年  5月18日～
平成21年  6月5日

平21-
10013-
00305号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/index-j.html

山形大学 教育の最新事情

　次の４つのことを中心に教育の最新事情について講義す
る。
①急激な社会の変化の中で学校及び教員に期待される役
割について
②最新の脳科学や心理学の成果を踏まえた発達や障害児
についての新たな知見、および子ども全般の変化とそれに
対応した適切な指導の仕方について
③最近の学習指導要領の改訂のねらい、および教育法規
の改正等にみられる教育政策の動向について
④保護者・地域社会との組織的な連携、および学校におけ
る危機管理上の課題について

伊勢　孝之（地域教育文化学部教授）
坂本　明美（教職研究総合センター講師）
西村　学（地域教育文化学部教授）
三浦　光哉（地域教育文化学部教授）
大村　一史（地域教育文化学部准教授）
渡邉　誠一（教職研究総合センター教授）
若林　身歌（教職研究総合センター講師）
長南　博昭（地域教育文化学部教授）

山形県鶴岡市 12時間
平成21年　8月　5日～
平成21年　8月　6日

12,000円 200人
平成21年  5月18日～
平成21年  6月5日

平21-
10013-
00306号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/index-j.html

山形大学 教育の最新事情

　次の４つのことを中心に教育の最新事情について講義す
る。
①急激な社会の変化の中で学校及び教員に期待される役
割について
②最新の脳科学や心理学の成果を踏まえた発達や障害児
についての新たな知見、および子ども全般の変化とそれに
対応した適切な指導の仕方について
③最近の学習指導要領の改訂のねらい、および教育法規
の改正等にみられる教育政策の動向について
④保護者・地域社会との組織的な連携、および学校におけ
る危機管理上の課題について

伊勢　孝之（地域教育文化学部教授）
坂本　明美（教職研究総合センター講師）
西村　学（地域教育文化学部教授）
三浦　光哉（地域教育文化学部教授）
大村　一史（地域教育文化学部准教授）
渡邉　誠一（教職研究総合センター教授）
若林　身歌（教職研究総合センター講師）
長南　博昭（地域教育文化学部教授）

山形県新庄市 12時間
平成21年　8月17日～
平成21年　8月18日

12,000円 80人
平成21年  5月18日～
平成21年  6月5日

平21-
10013-
00307号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/index-j.html

山形大学 教育の最新事情

　次の４つのことを中心に教育の最新事情について講義す
る。
①急激な社会の変化の中で学校及び教員に期待される役
割について
②最新の脳科学や心理学の成果を踏まえた発達や障害児
についての新たな知見、および子ども全般の変化とそれに
対応した適切な指導の仕方について
③最近の学習指導要領の改訂のねらい、および教育法規
の改正等にみられる教育政策の動向について
④保護者・地域社会との組織的な連携、および学校におけ
る危機管理上の課題について

伊勢　孝之（地域教育文化学部教授）
坂本　明美（教職研究総合センター講師）
西村　学（地域教育文化学部教授）
三浦　光哉（地域教育文化学部教授）
大村　一史（地域教育文化学部准教授）
渡邉　誠一（教職研究総合センター教授）
若林　身歌（教職研究総合センター講師）
長南　博昭（地域教育文化学部教授）

山形県山形市 12時間
平成22年　1月　5日～
平成22年　1月　6日

12,000円 100人
平成21年10月 5日～
平成21年10月16日

平21-
10013-
00308号

023-628-4712
http://www.yamagata-
u.ac.jp/index-j.html

郡山女子大学短
期大学部

平成21年度教育職員免許状(幼
稚園教諭)更新講習会

幼稚園教諭を受講対象者とする。｢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。

山口裕貴（郡山女子大学短期大学部幼児教育
学科専任講師）音山若穂（大学短期大学部幼児
教育学科准教授）田村修一（郡山女子大学短期
大学部幼児教育学科准教授）滝田良子（郡山女
子大学短期大学部幼児教育学科准教授）石川
福子（郡山女子大学短期大学部家政科福祉情
報専攻専任講師）

福島県郡山市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
35041-
00326号

024-933-1957
http://www.koriyama-
kgc.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

筑波大学 教育の最新事情

　講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

新井保幸(大学院人間総合科学研究科教授）
庄司一子(大学院人間総合科学研究科教授）
田中統治(大学院人間総合科学研究科教授）
清水静海(大学院人間総合科学研究科准教授)
大六一志(大学院人間総合科学研究科准教授)
外山美樹(大学院人間総合科学研究科准教授）
角田陸男（附属中学校副校長）
皆川春雄（帝京平成大学非常勤講師、明星大
学非常勤講師）

茨城県つくば
市

12時間
平成21年6月6日～
平成21年6月7日

12,000円 300人
平成21年4月10日～
平成21年5月8日

平21-
10016-
00309号

029-853-2096
http://www.tsukuba.a
c.jp/community/kyoui
nkousyu/index.html

筑波大学 教育の最新事情

　講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

清水一彦(大学院人間総合科学研究科長)
新井邦二郎(大学院人間総合科学研究科教授）
濱田博文(大学院人間総合科学研究科教授)
引田秋生(大学院人間科学総合研究科教授、附
属視覚特別支援学校長)
大谷　奨(大学院人間総合科学研究科准教授)
水本徳明(大学院人間総合科学研究科准教授)
岡崎慎治(大学院人間総合科学研究科講師)
平田諭治(大学院人間総合科学研究科講師)

茨城県つくば
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4月10日～
平成21年7月6日

平21-
10016-
00310号

029-853-2096
http://www.tsukuba.a
c.jp/community/kyoui
nkousyu/index.html

筑波大学 教育の最新事情

　講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

江口勇治(大学院人間総合科学研究科教授)
手打明敏(大学院人間総合科学研究科教授)
櫻井茂男(大学院人間総合科学研究科教授）
佐藤眞理子(大学院人間総合科学研究科教授)
引田秋生(大学院人間総合科学研究科教授、附
属視覚特別支援学校長)
飯田浩之(大学院人間総合科学研究科准教授)
熊谷恵子(大学院人間総合科学研究科准教授)
黒澤弘光(青山学院女子短期大学非常勤講師、
聖心女子大学文学部非常勤講師）

茨城県つくば
市

12時間
平成21年10月31日～
平成21年11月1日

12,000円 300人
平成21年4月10日～
平成21年10月2日

平21-
10016-
00312号

029-853-2096
http://www.tsukuba.a
c.jp/community/kyoui
nkousyu/index.html

独立行政法人教
員研修センター

教職員等中央研修

  学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として
教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。
　学校組織マネジメント、教育指導上の課題、リスクマネジメ
ント、スクール・コンプライアンスなどの領域によって構成さ
れている。教育指導上の課題として、総合的な学習の時
間、道徳教育、キャリア教育などを学ぶ。

茨城県つくば
市

25時間
平成21年5月7日～
平成21年6月2日

0円 20人

平成21年4月7日～
平成21年5月1日

一般募集はしません。

（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県
教育委員会等からの推
薦により受講決定した
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはでき
ません。））

平21-
70012-
00321号

029-879-6636
http://www.nctd.go.j
p/menkyokoshin/koshi
nkoshu.html

独立行政法人教
員研修センター

教職員等中央研修

  学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として
教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。
　学校組織マネジメント、教育指導上の課題、リスクマネジメ
ント、スクール・コンプライアンスなどの領域によって構成さ
れている。教育指導上の課題として、総合的な学習の時
間、道徳教育、キャリア教育などを学ぶ。

茨城県つくば
市

25時間
平成21年7月2日～
平成21年7月29日

0円 20人

平成21年6月2日～
平成21年6月25日

一般募集はしません。

（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県
教育委員会等からの推
薦により受講決定した
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはでき
ません。））

平21-
70012-
00322号

029-879-6636
http://www.nctd.go.j
p/menkyokoshin/koshi
nkoshu.html

小松　郁夫（玉川大学教職大学院教授）、天笠
茂（千葉大学教授）、八尾坂　修（九州大学大学
院教授）、北神　正行（国士舘大学教授）、浅野
良一（兵庫教育大学大学院教授）、角屋　重樹
（広島大学大学院教授）、北　俊夫（国士舘大学
教授）、工藤　文三（国立教育政策研究所初等
中等教育研究部長）、清水　静海（筑波大学准
教授）、二井　正浩（国立教育政策研究所総括
研究官）、蛭田　政弘（文教大学教授）、河村
茂雄（早稲田大学教授）、菅野　純（早稲田大学
教授）、下田　博次（群馬大学特任教授）、横山
利弘（関西学院大学教授）、上野　一彦（東京学
芸大学教授）、中井　滋（宮城教育大学教授）、
花輪　敏男（山形県立山形盲学校長）、玉井　邦
夫（大正大学教授）、上地　安昭（武庫川女子大
学教授）、中尾　政之（東京大学教授）、田中
孝一（文部科学省初等中等教育局主任視学
官）、森嶋　昭伸（文部科学省初等中等教育局
視学官）、宮崎　活志（文部科学省初等中等教
育局視学官）、大桃　敏行（東北大学教授）、窪
田　眞二（筑波大学教授）、宮腰　英一（東北大
学大学院教授）、坂田　仰（日本女子大学准教
授）、伊勢呂　裕史（財団法人教科書研究セン
ター理事）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

独立行政法人教
員研修センター

教職員等中央研修

  学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として
教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。
　学校組織マネジメント、教育指導上の課題、リスクマネジメ
ント、スクール・コンプライアンスなどの領域によって構成さ
れている。教育指導上の課題として、総合的な学習の時
間、道徳教育、キャリア教育などを学ぶ。

茨城県つくば
市

25時間
平成21年7月31日～
平成21年8月26日

0円 20人

平成21年7月1日～
平成21年7月24日

一般募集はしません。

（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県
教育委員会等からの推
薦により受講決定した
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはでき
ません。））

平21-
70012-
00323号

029-879-6636
http://www.nctd.go.j
p/menkyokoshin/koshi
nkoshu.html

独立行政法人教
員研修センター

教職員等中央研修

  学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として
教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。
　学校組織マネジメント、教育指導上の課題、リスクマネジメ
ント、スクール・コンプライアンスなどの領域によって構成さ
れている。教育指導上の課題として、総合的な学習の時
間、道徳教育、キャリア教育などを学ぶ。

茨城県つくば
市

25時間
平成21年10月15日～
平成21年11月11日

0円 20人

平成21年9月15日～
平成21年10月8日

一般募集はしません。

（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県
教育委員会等からの推
薦により受講決定した
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはでき
ません。））

平21-
70012-
00324号

029-879-6636
http://www.nctd.go.j
p/menkyokoshin/koshi
nkoshu.html

独立行政法人教
員研修センター

教職員等中央研修

  学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として
教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。
　学校組織マネジメント、教育指導上の課題、リスクマネジメ
ント、スクール・コンプライアンスなどの領域によって構成さ
れている。教育指導上の課題として、総合的な学習の時
間、道徳教育、キャリア教育などを学ぶ。

茨城県つくば
市

25時間
平成21年11月16日～
平成21年12月11日

0円 20人

平成21年10月16日～
平成21年11月9日

一般募集はしません。

（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県
教育委員会等からの推
薦により受講決定した
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはでき
ません。））

平21-
70012-
00325号

029-879-6636
http://www.nctd.go.j
p/menkyokoshin/koshi
nkoshu.html

白鴎大学 最新の教育事情

６人の専門家講師陣によるオムニバス方式。「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」及び「学校の内外における連携協力につ
いての理解」の四つの事項について、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。受講対象者は全教員。

石堂　常世(早稲田大学教育学部教授）
伊東　孝郎（教育学部准教授）
梅永　雄二（宇都宮大学教育学部教授）
麻生　千明（足利工業大学工学部教授）
赤堀　侃司（東京工業大学教育工学開発セン
ター教授）
大橋　芳樹（栃木県教育委員会事務局教職員
課課長補佐）

栃木県小山市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 360人
平成21年4月21日～
平成21年4月30日

平21-
30066-
00518号

0285-22-9891
http://web.hakuoh.ac
.jp/

國學院大學栃木
短期大学

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。

坂口耕史（初等教育学科教授）
渡辺千歳（初等教育学科教授）
小川澄江（初等教育学科教授）
後藤正人（初等教育学科准教授）

栃木県栃木市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 100人
平成21年5月18日～
平成21年6月13日

平21-
35051-
00563号

0282-24-7914
http://www.kokugakui
ntochigi.ac.jp/tanda
i

高崎経済大学 教育の最新事情

教育に関する最新動向の理解を深化させるため、大学内外
の専門家が、講義形式で下記の諸項目の解説と資料分析、
事例紹介を行う。
①現代社会に求められている教員像
②子どもの心の健康および発達障害
③学習指導要領の変遷と教育政策全般の動向
④様々な場面における学校連携

池野　正晴（経済学部教授）
内藤　まゆみ（経済学部准教授）
吉原　美那子（地域政策学部専任講師）
田口　哲男（高崎市教育委員会学校教育課付
課長、事務局高等学校課長）
安田　淑美（群馬県発達障害者支援センター所
長）

群馬県高崎市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

9,600円 200人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
20014-
00399号

027-344-6264
http://www.tcue.ac.j
p

高崎健康福祉大
学

教育の最新事情

現代日本社会の教育事情に鑑み、教職員の資質向上に資
する内容について、下記の諸項目を中心に、各分野の最新
事情の紹介も含みつつ講習を行う。
・ 近年の教育課題に応じた教職員の資質の形成について
・ 近年の子どもの変化と発達課題について
・ 近年の「教育改革」の動向、分析、評価について
・ 教師と生徒・保護者・地域社会の連携とコミュニケーション
の可能性について

渡辺　俊之（健康福祉学部　教授）
眞保　智子（健康福祉学部　准教授)
深見　匡（健康福祉学部　講師）
エイムズ　唯子（健康福祉学部　講師）

群馬県高崎市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 40人
平成21年6月15日～
平成21年7月10日

平21-
30075-
00400号

027-352-1290
http://www.takasaki-
u.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

埼玉大学 教育の最新事情1＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「学校を巡る状況変
化／教育改革の動向」，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」の３コマで，２日目に，「子どもの発達に関す
る課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校に
おける危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00415号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情2＜幼・小・特・養
＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「子
どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導
要領改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の
動向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」の３コマで，２日目に，「専門
職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各種
課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機管
理上の課題」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00416号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情3＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」
の３コマで，２日目に，「各種課題に対する組織的対応の在
り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教員
の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00417号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情4＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「子どもの発達に関
する課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校
における危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の
３コマで，２日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動
向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的
コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえ
た適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00418号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情5＜幼・小・特・養
＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「専
門職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各
種課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機
管理上の課題」の３コマで，２日目に，「子どもの生活変化を
踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動
向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウンセ
リングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00419号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情6＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「各種課題に対する組織的対応の
在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教
員の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，２日
目に，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏ま
えた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」，
「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」の３コマで，解説
する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00420号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情7＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「学校を巡る状況変
化／教育改革の動向」，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」の３コマで，２日目に，「子どもの発達に関す
る課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校に
おける危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00421号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情8＜幼・小・特・養
＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「子
どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導
要領改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の
動向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」の３コマで，２日目に，「専門
職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各種
課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機管
理上の課題」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00422号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情9＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」
の３コマで，２日目に，「各種課題に対する組織的対応の在
り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教員
の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00423号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

岡 幸江(教育学部准教授）
小野 方資(教育学部非常勤講師）
大島 真夫(教育学部非常勤講師）
石戸 教嗣(教育学部教授）
山本 由美(東京田中短期大学准教授）
関口 久志(「セクシュアリティ（エイデル研究所）」
編集長・教育学部非常勤講師）
坂西 友秀(教育学部教授）
澤崎 俊之(教育学部教授）
馬場 久志(教育学部教授）
堀田 香織(教育学部教授）
萩生田 伸子(教育学部准教授）
清水 由紀(教育学部准教授）
柴崎 武宏(埼玉県立岩槻高等学校校長・教育
学部非常勤講師）
別所 靖子(教育学部非常勤講師）
冨士盛 公年(島根県スクールカウンセラー・教
育学部非常勤講師）
小沢 恵美子(教育学部非常勤講師）
舩橋 一男(教育学部教授）
大和久 勝(教育学部非常勤講師）
宇佐見 香代(教育学部准教授）
岩川 直樹(教育学部教授）
福田 三津夫(教育学部非常勤講師）
首藤 敏元(教育学部教授）
伊藤 恵子(東京未来大学こども心理学部准教
授）
山中 冴子(教育学部准教授）
福田 由紀(法政大学文学部教授）
伊藤　嘉余子(教育学部講師）
岡本 美和子(日本体育大学女子短期大学部教
授）
小林 寛子(日本医療科学大学非常勤講師）
小林 久男(教育学部教授）
森 正樹(教育学部非常勤講師）
細渕 富夫(教育学部教授）
名越 斉子(教育学部准教授）
尾崎 啓子(教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
岸 裕司(株式会社パンゲア代表取締役・教育学
部非常勤講師）
石川 泰成(教育学部附属中学校副校長）竹田
聡(教育学部附属中学校校内教頭）
岡野 雅一(教育学部附属小学校副校長・教育
学部非常勤講師）
伊藤 秀一(教育学部附属小学校主幹教諭）
内河 水穂子（教育学部附属特別支援学校校内
教頭・教育学部非常勤講師）
庄司 康生(教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）

北田 佳子(横浜国立大学教育人間科学部非常
勤講師）
平岡 健(教育学部附属教育実践総合センター
教授）
石田 耕一(教育学部附属教育実践総合セン
ター教授)
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

埼玉大学 教育の最新事情10＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「子どもの発達に関
する課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校
における危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の
３コマで，２日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動
向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的
コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえ
た適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00424号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情11＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「専
門職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各
種課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機
管理上の課題」の３コマで，２日目に，「子どもの生活変化を
踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動
向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウンセ
リングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00425号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情12＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「各種課題に対する組織的対応の
在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教
員の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，２日
目に，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏ま
えた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」，
「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」の３コマで，解説
する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00426号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情13＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「学校を巡る状況変
化／教育改革の動向」，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」の３コマで，２日目に，「子どもの発達に関す
る課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校に
おける危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00427号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情14＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「子
どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導
要領改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の
動向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」の３コマで，２日目に，「専門
職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各種
課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機管
理上の課題」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00428号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情15＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」
の３コマで，２日目に，「各種課題に対する組織的対応の在
り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教員
の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00429号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情16＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「子どもの発達に関
する課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校
における危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の
３コマで，２日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動
向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的
コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえ
た適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00430号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情17＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「専
門職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各
種課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機
管理上の課題」の３コマで，２日目に，「子どもの生活変化を
踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動
向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウンセ
リングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00431号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情18＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「各種課題に対する組織的対応の
在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教
員の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，２日
目に，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏ま
えた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」，
「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」の３コマで，解説
する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月24日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00432号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

埼玉大学 教育の最新事情19＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「学校を巡る状況変
化／教育改革の動向」，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」の３コマで，２日目に，「子どもの発達に関す
る課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校に
おける危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00433号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情20＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「子
どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導
要領改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の
動向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」の３コマで，２日目に，「専門
職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各種
課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機管
理上の課題」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00434号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情21＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」
の３コマで，２日目に，「各種課題に対する組織的対応の在
り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教員
の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00435号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情22＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「子どもの発達に関
する課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校
における危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の
３コマで，２日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動
向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的
コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえ
た適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00436号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情23＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「専
門職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各
種課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機
管理上の課題」の３コマで，２日目に，「子どもの生活変化を
踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動
向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウンセ
リングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00437号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情24＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「各種課題に対する組織的対応の
在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教
員の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，２日
目に，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏ま
えた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」，
「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」の３コマで，解説
する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00438号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情25＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「学校を巡る状況変
化／教育改革の動向」，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」の３コマで，２日目に，「子どもの発達に関す
る課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校に
おける危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00439号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情26＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「子
どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導
要領改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の
動向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」の３コマで，２日目に，「専門
職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各種
課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機管
理上の課題」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00440号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情27＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「カウンセリングマインドの必要性／
対人関係，日常的コミュニケーションの重要性」，「子どもの
生活変化を踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領
改訂等の動向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」
の３コマで，２日目に，「各種課題に対する組織的対応の在
り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教員
の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00441号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

埼玉大学 教育の最新事情28＜中・高＞

中学校，高等学校教諭向け。１日目に，「子どもの発達に関
する課題」，「各種課題に対する組織的対応の在り方／学校
における危機管理上の課題」，「専門職たる教員の役割」の
３コマで，２日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動
向」，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的
コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえ
た適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３
コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00442号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学
教育の最新事情29＜幼・小・特・
養＞

幼稚園，小学校，特別支援，養護教諭向け。１日目に，「専
門職たる教員の役割」，「子どもの発達に関する課題」，「各
種課題に対する組織的対応の在り方／学校における危機
管理上の課題」の３コマで，２日目に，「子どもの生活変化を
踏まえた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動
向」，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウンセ
リングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」の３コマで，解説する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00443号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

埼玉大学 教育の最新事情30＜全教員＞

全教員向け。１日目に，「各種課題に対する組織的対応の
在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門職たる教
員の役割」，「子どもの発達に関する課題」の３コマで，２日
目に，「カウンセリングマインドの必要性／対人関係，日常
的コミュニケーションの重要性」，「子どもの生活変化を踏ま
えた適切な指導の在り方／学習指導要領改訂等の動向」，
「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」の３コマで，解説
する。

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 80人
平成21年4月20日～
平成21年5月22日

平21-
10020-
00444号

048-858-9235
http://www.saitama-
u.ac.jp/koushin/inde
x.html

駿河台大学 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。

青山　洋子（現代文化学部専任講師）
秋池　宏美（法学部教授）
竹内　好夫（埼玉県立志木高等学校校長）
中川　晋輔（法学部非常勤講師）
永作　　　稔（筑波大学人間総合科学研究科専
任講師）
吉住　知文（経済学部教授）

埼玉県飯能市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 80人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
30088-
00471号

042-972-1181
http://www.surugadai
.ac.jp/

東京国際大学 教育の最新事情に関する事項

教職についての省察では、「教職における不易と流行」と題
し、学校を取り巻く状況も視野に入れ教職の在り方を講義す
る。子どもの変化についてでは、本学が地域の学校と共に
取り組んでいる「不登校防止への取り組み実践例」を中心
に、そして教育政策の動向では「新学習指導要領の改正の
ポイントと指導方法の工夫・改善」について、学校の内外に
おける連携協力では「学校・地域・家庭の連携の課題と学校
における今後の取り組み」について実践的かつ理論的に解
説する。

星野　明徳（人間社会学部非常勤講師）
小田切　紀子（人間社会学部教授）
遠藤　克弥（国際関係学部教授）
松尾　鉄城（人間社会学部客員教授）
渡部　晃正（信州大学全学教育機構准教授）

埼玉県川越市 12時間
平成21年8月3日,
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年5月15日

平21-
30091-
00291号

049-232-1111
http://www.tiu.ac.jp
/

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 200人
平成21年6月18日～
平成21年7月3日

平21-
30098-
00542号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 200人
平成21年6月18日～
平成21年7月3日

平21-
30098-
00543号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 200人
平成21年6月18日～
平成21年7月3日

平21-
30098-
00544号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

蛭田　政弘（教育学部教授）
太郎良　信（教育学部教授）
手嶋　將博（教育学部准教授）
千葉　聡子（教育学部教授）
池田　進一（教育学部教授）
成田　奈緒子（教育学部准教授）
中本　敬子（教育学部講師）

霜田　浩信（群馬大学教育学部准教授）
星野　常夫（教育学部教授）
八藤後　忠夫（教育学部准教授）
藤原　正光（教育学部教授）
栗加　均（教育学部准教授）
高橋　克已（教育学部准教授）
嶋野　道弘（教育学部教授）
浅野　信彦（教育学部講師）
太田　和敬（人間科学部教授）
会沢　信彦（教育学部准教授）
井上　清子（教育学部准教授）
石川　洋子（教育学部教授）
今田　晃一（教育学部准教授）
平澤　茂（教育学部教授）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 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18日～
平成21年7月3日

平21-
30098-
00545号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 12時間
平成21年12月24日～
平成21年12月25日

12,000円 200人
平成21年11月10日～
平成21年11月25日

平21-
30098-
00546号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

文教大学 教育の最新事情

本学は、20年度の予備講習に参加し、多くの成果を挙げる
ことができた。この実績を踏まえて、必修領域の内容を①教
職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育の課
題、④学級集団と担任の役割、⑤学習指導要領と教育改
革、⑥連携教育と危機管理の6領域として構成し、講習を実
施する。開講に当たっては、本学のこれまでの研究と実践
の成果を生かすとともに、予備講習でも好評であった受講生
との対話を重視した講義形式で進める。なお、修了認定試
験は総合的問題を筆記試験の形式で講習の最後の時間に
実施する。

埼玉県越谷市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 200人
平成21年11月10日～
平成21年11月25日

平21-
30098-
00547号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

東京家政大学 教育の最新事情

教員免許更新講習では、教育現場に携わる者が教育の最
新事情について理解を新たに深めることが必修事項となっ
ています。ここでは、子どもの発達上の課題や変化について
をはじめとして、教育政策の動向、家庭や地域との連携、危
機管理上の課題など広範にわたりかつ極めて実践的なテー
マが並んでいます。これらを最新の知見から理解して行くの
がこの科目群です。

宇野　彰人（東京都板橋区教育委員会指導室
長）
中根　勉（東邦大学理学部教員養成課程非常
勤講師）
正木　義晴（教授）
半澤　嘉博（東京都教育庁指導部特別支援学
校教育担当課長）
平山　祐一郎（准教授）
相馬　誠一（教授）
近喰　ふじ子（教授）
菊入　三樹夫（教授）
戸田　雅美（教授）
森山　茂樹（准教授）
佐藤　暁子（非常勤講師）
白木　賢信（准教授）
山本　和人（教授）
平澤　尚孝（准教授）

埼玉県狭山市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月31日

平21-
30187-
00506号

03-3961-2014
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

武蔵野学院大学・
武蔵野短期大学

これからの学校教育の充実・発
展を目指して

幼稚園・小学校･中学校・高等学校教諭を対象とした講習。
内容としては、現在の学校教育をめぐる様々な状況を省察
するとともに、最新の情報を基に、これからの学校教育の課
題の改善及び充実・発展に向け、｢学校の役割や教師の役
割｣｢社会や子どもの変化｣｢子どもを生かす授業の在り方｣｢
教育施策の動向｣などを主な内容とした講義。　なお、内容
により、幼稚園教諭と小・中・高校教諭を対象に別々に講習
を実施。

宮本　一史（国際コミュニケーション学部特任教
授）
林　　猛（国際コミュニケーション学部教授）
外池　武嗣（幼児教育学科教授）
松本　多加志（国際コミュニケーション学部教
授）
脇川　和子（幼児教育学科教授）
野村　　和（幼児教育学科講師）

埼玉県狭山市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月16日

平21-
91110-
00528号

04-2954-6131
http://www.musashino
.ac.jp

植草学園大学 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」
「教育施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関
する理解を深めることをめざす。特に、特別支援教育や子ど
もの生活面の変化、また保護者との連携協力や学校危機
管理については時間数と内容の比重を高める。その他の内
容も最新知見を多く取り入れた講習とする。

高野　良子（発達教育学部教授）
鳥居　深雪（植草学園短期大学福祉学科准教
授）
大木　みわ（発達教育学部教授）
浦野　俊則（植草学園大学副学長）
木下　勝世（植草学園短期大学福祉学科非常
勤講師）
飯田　稔（千葉経済大学短期大学部非常勤講
師）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 200人
平成21年4月20日～
平成21年5月16日

平21-
30104-
00474号

043-239-2602
http://www.uekusa.ac
.jp/

淑徳大学 教育の最新事情

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
課題に対する理解の深化を目的として、「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、各分野の専門家が集中講義の
形式によって行う。これまで、特別支援教諭を多数輩出して
きた本学の実績から、主たる受講対象者は特別支援教諭と
しているが特に限定せず行う。

藤田　英典（国際基督教大学教養学部教授）
新宮　弘識（麻布大学非常勤講師）
小川　恵（総合福祉学部教授）
占部　愼一（総合福祉学部教授）
長谷川　浩（総合福祉学部客員教授）
澤口　英夫（総合福祉学部非常勤講師）
硲　茂樹（中央教育審議会教育課程部会専門
委員）
田村　哲夫（政策研究大学院大学客員教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月28日

12,000円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月30日

平21-
30112-
00470号

043-265-7331
http://www.shukutoku
.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

帝京平成大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の状況変化を、具体的な資料を基に考察
すると共に、子どもの軽度発達障害などの具体的事例をと
おして、その特徴と教育的対応方法等について講義する。
教育政策の動向については、教育基本法等の法令改正や
学習指導要領改訂の内容を中心に講義する。学校と家庭・
地域との連携や学校における危機管理については、具体的
なケースを想定した実効性のある方策を受講者とともに探り
考察する。

渡部　蓊　（現代ライフ学部　教授）
高原　武　（現代ライフ学部　講師）
武澤　隆　（現代ライフ学部　教授）
鐵本　和弘　（現代ライフ学部　講師）
藤平　洋子　（現代ライフ学部　講師）
奥井　智一朗　（現代ライフ学部　助教）
曲沼　三七夫　（千葉県教育庁）

千葉県市原市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 75人
平成21年4月27日～
平成21年5月15日

平21-
30121-
00503号

0436-74-5052
http://www.thu.ac.jp
/

帝京平成大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の状況変化を、具体的な資料を基に考察
すると共に、子どもの軽度発達障害などの具体的事例をと
おして、その特徴と教育的対応方法等について講義する。
教育政策の動向については、教育基本法等の法令改正や
学習指導要領改訂の内容を中心に講義する。学校と家庭・
地域との連携や学校における危機管理については、具体的
なケースを想定した実効性のある方策を受講者とともに探り
考察する。

渡部　蓊　（現代ライフ学部　教授）
高原　武　（現代ライフ学部　講師）
武澤　隆　（現代ライフ学部　教授）
鐵本　和弘　（現代ライフ学部　講師）
藤平　洋子　（現代ライフ学部　講師）
奥井　智一朗　（現代ライフ学部　助教）
曲沼　三七夫　（千葉県教育庁）

千葉県市原市 12時間
平成21年8月19日,
平成21年8月22日

12,000円 75人
平成21年4月27日～
平成21年5月15日

平21-
30121-
00504号

0436-74-5052
http://www.thu.ac.jp
/

東京情報大学 教育の最新事情

現在の教育の諸問題を鑑みて、次の内容について事例等
を紹介しながら講義する。
学校を巡る状況変化、専門職たる教員の役割、教育政策に
おける情報教育の動向についての理解、学校における危機
管理および情報セキュリティ、学校の内外での連携協力に
ついての理解、子どもの発達に関する課題、対人関係日常
的コミュニケーションの重要性

斉藤　浩一 （総合情報学部教授）
神野　建    （総合情報学部教授）
畠中伸敏   （総合情報学部教授）
丸  豊  （産業教育振興中央会職員）
中村　祐治 (立川市教育委員会委員）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 30人
平成21年5月7日～
平成21年5月20日

平21-
30124-
00508号

043-236-4607
http://www.tuis.ac.j
p/index.html

和洋女子大学 教育の最新事情

学校を巡る状況変化と教員の役割、子ども観・教育観の形
成、子どもの生活世界の変化と発達課題、学習指導要領の
改訂と学習指導の在り方、学校の危機管理と子どもの安全
等について、教育学および心理学の観点から考察し理解を
深める。
（主な対象者：中学・高校教諭、女性に限る）

近藤　淳一（人文学群非常勤講師、東海大学、
日本大学非常勤講師）
逆井　洋一（人文学群非常勤講師）
大神　優子（人文学群講師）
渡邊　祥子（人文学群教授）
小川　詠二（三郷市教育委員会、特別講師）
田中　庸惠（市川市教育委員会、特別講師）
関山　邦宏（人文学群教授）

千葉県市川市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人

１次　平成21年4月20日
～平成21年4月25日,
２次　平成21年5月11日
～平成21年5月16日

平21-
30129-
00562号

047-371-1124
http://www.wayo.ac.j
p/

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

教職についての省察並びに子どもの変化についての理解、
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、に関して今日求められている教育の課題をふま
えて、学校や教員が果たすべき役割について考察する。

牧　昌見（児童学部教授）
河村　久（児童学部教授）
岡田耕一（短期大学部教授）
西村佐二（児童学部教授）
角田元良（児童学部教授）

千葉県松戸市 12時間
平成21年5月31日,
平成21年6月7日

12,000円 70人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
91210-
00280号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

教職についての省察並びに子どもの変化についての理解、
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、に関して今日求められている教育の課題をふま
えて、学校や教員が果たすべき役割について考察する。

古橋 和夫（短期大学部教授）
河村　久（児童学部教授）
岡田耕一（短期大学部教授）
廣嶋憲一郎（児童学部教授）
遠藤友麗（児童学部教授）

千葉県松戸市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 70人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
91210-
00281号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/

千葉経済大学・千
葉経済大学短期
大学部

教育の最新事情

  １．教職についての省察、２．子どもの変化についての理
解、３．教育政策の動向についての理解、４．学校の内外に
おける連携協力についての理解、の４つテーマに関し、事実
に基づきながら現況を把握し、それらの背景となっている現
代社会の特徴を明るみに出しながら理解を深める。また、こ
のような理解の基礎の上に、個々の教員が現状に対し適切
かつ創造的に対応できるような方法の理解・技能の修得を
目指す。以上を講義によって行う。

大沼　徹（こども学科教授）
磯村　陸子（こども学科准教授）
飯田　稔（こども学科名誉教授・非常勤講師）
菅　治子（こども学科名誉教授・非常勤講師）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年4月10日

平21-
91215-
00481号

043-255-3451
http://www.chiba-
kc.ac.jp/

筑波大学 教育の最新事情

　講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

窪田眞二(大学院人間総合科学研究科教授)
濱口佳和(大学院人間総合科学研究科教授)
佐野享子(大学院ビジネス科学研究科准教授）
嶺井明子(大学院人間総合科学研究科准教授）
木村範子(大学院人間総合科学研究科講師）
東原文子(大学院人間総合科学研究科講師）
平田知之(附属駒場中学校主幹教諭)
皆川春雄（帝京平成大学非常勤講師、明星大
学非常勤講師）

東京都文京区 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 300人
平成21年4月10日～
平成21年7月23日

平21-
10016-
00311号

029-853-2096
http://www.tsukuba.a
c.jp/community/kyoui
nkousyu/index.html

東京農工大学
理科系中高教員のための免許更
新講習

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
ついての理解の４項目について、多様な学習形態により講
習を行う。具体的には、担当講師による講義を行うとともに、
関連する副読本を読んで、内容を批判的に吟味し、受講生
同士でディベートをすることで理解を深める。講習は６時間
ずつ２回に分けて行ない、第１回目には選択専門講習のオ
リエンテーションを行ない、必修講習と選択講習の関連ある
統合も目指す。第２回目の講習では最終試験を実施する。

守一雄 （大学院共生科学技術研究院教授）
南里悦史（大学院共生科学技術研究院教授）
朝岡幸彦（大学院共生科学技術研究院准教授）

東京都小金井
市

12時間
平成21年5月30日,
平成21年10月24日

11,840円 30人
平成21年4月1日～
平成21年5月15日

平21-
10026-
00509号

042-367-5583
http://www.tuat.ac.j
p/~koshin/
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平成２１年度（第２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

首都大学東京 教育の最新事情

①現在の教職員の現状と問題点について、現職の立場から
分析する。②子どものニーズの理解を深め、その子どもに
あった教育を模索するヒントや、最新の学問的知見を紹介し
つつ、生徒指導や学級経営その他への応用を示唆する。③
現代教育制度の概要と教育改革の動向の理解を深める。
④組織マネジメント研究／実践の現状をふまえ、コミュニ
ケーションの取り方、安全性の確保、環境問題、個人情報保
護の問題などについて理解する。

高橋　賢一（非常勤講師）
川崎　雅和（東京都公立学校事務職員）
大田　直子（教授）
関　芽（非常勤講師）
浜谷　直人（教授）
高野　久美子（創価大学准教授）

東京都八王子
市

12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年5月15日

平21-
20074-
00279号

042-677-2382
http://www.kyomenkos
in.tmu.ac.jp/

共立女子大学 教育の最新事情を掴む

　近年劇的に進行している学校教育改革に焦点を当て、そ
の動向のポイントを掴み、教員に求められている対応のあり
方を理解する。(1)子どもたちそのものの変化に対応しなけ
ればならない教員の資質や技能として、どのようなものが求
められているか、(2)多様化する学校運営において、その整
備充実を効率的に達成するため、ツールをどのように活用
すべきか、(3)統一学力テストの結果や学習指導要領の改訂
を受けて、どのようなカリキュラム編成や教育方法が求めら
れているか、等々の具体的課題について講義する。

林幹夫（文芸学部教授）
西村史子（家政学部准教授）
島田博祐（明星大学人文学部准教授）
高木克（九段中等教育学校校長）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月1日,
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年6月8日

平21-
30141-
00386号

03-3237-2539
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/

白梅学園大学 教育の最新事情（小学校）

小学校教育を対象に教育の最新事情を講ずる。社会的要
請の強い小学校教員に求められる教育的愛情・倫理観等を
論じる。また、学校基本調査等の統計資料や、改訂された
小学校学習指導要領に基づき、最新の小学校界の動向と
課題、学校内外での連携協力のための方策を論じる。さら
に、最新の発達心理学研究の成果に基づき、子どもの変化
と発達課題を整理し、適切な指導法を講ずる。

無藤　隆（子ども学部教授）
村越　正則（子ども学部教授）

東京都小平市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年4月1日～
平成21年5月30日

平21-
30161-
00519号

042-346-5639
http://daigaku.shira
ume.ac.jp/

白梅学園大学 教育の最新事情（幼稚園）

幼稚園教育を対象に教育の最新事情を講ずる。幼稚園教
員に求められる使命感・倫理観を教育人間学の成果に基づ
き講研する。また、学校基本調査等の統計資料や、改訂さ
れた幼稚園教育要領に基づき、最新の幼稚園界の動向と
課題、園内外での連携協力のための方策を論じる。さらに、
最新の発達心理学研究の成果に基づき、子どもの変化と発
達課題を整理し、適切な援助法を講ずる。

汐見　稔幸（学長・子ども学部教授）無藤　隆（子
ども学部教授） 東京都小平市 12時間

平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月30日

平21-
30161-
00520号

042-346-5639
http://daigaku.shira
ume.ac.jp/

大東文化大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」は、４つのテーマで構成する。
第一は、今日の子どもの新しいデータを読みながら、その子
どもたちにどう対応するか、教師の視点から学ぶ。第二は、
新学習指導要領の特徴を解説しながら、今日の学力の定義
をとらえて、どう対応するかを学ぶ。第三は、軽度発達障害
に対する基本的認識を理解し、その特別支援教育の現場で
の実際を学ぶ。第四は、今日の格差社会、地域の変貌を理
解し、その中で開かれた学校づくりの各地の取り組みを学
ぶ。いずれのテーマにおいても最新の状況、理論、実践を
取り入れた講義を試みる。

村山　士郎（教育学科教授）
水野　薫（福島大学大学院教育学研究科教授）
須藤　敏昭（教育学科教授）
太田　政男（教育学科教授）

東京都板橋区 12時間
平成21年8月21日,
平成21年8月26日

12,000円 300人

平成21年3月16日～平
成21年5月15日（第一
次）
平成21年6月16日～平
成21年6月30日（第二
次）　　※第二次募集
は、第一次募集で欠員
が生じた場合のみ募集

平21-
30173-
00288号

03-5399-7320 www.daito.ac.jp

拓殖大学
これからの望ましい学校教育の
在り方を探る

世界の中で尊敬される日本人の育成を目標に掲げ、現状の
学校教育の課題を広い視野で見つめ直し、その解決策に迫
る。具体的には、「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」等の事項につい
て、講義と討論形式により教員に求められる最新の知識・技
能の修得を目指す。また、具体例を挙げながら今日的な教
育課題についての理解を深め、改善策等を考察する。

石川　千尋（商学部教授）
木村　直人（商学部准教授）
村岡　薫（国際学部教授）
山下　省蔵（工学部教授）
高橋　千香子（青山学院大学非常勤講師）

東京都文京区 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 40人
平成21年5月18日～
平成21年6月19日

平21-
30175-
00496号

03-3947-7172
http://www.takushoku
-u.ac.jp/

多摩美術大学 教育の最新事情

　戦後教育が果たしてきた｢不易｣と「流行」を踏まえて、教育
政策と学校改革の動向、子どもの発達課題、学校マネジメ
ントを中心に講じながら、教職について省察する。具体的に
は、教育基本法改定に伴う教育政策の動向、「脳とこころの
関連性」に関する最新の知見を踏まえた子どもの発達課題
と特別支援教育の在り方、教育相談を含むキャリア教育の
在り方、学校内外における保護者・地域社会との連携協力
について取り上げる。

西谷　成憲（美術学部教授）
榎本　和生（美術学部教授）
中根　勉　 （東邦大学理学部非常勤講師）
大野　晏且（東京学芸大学非常勤講師）
中野　良顯（教育臨床研究機構理事長）

東京都八王子
市

12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 50人
平成21年3月2日～
平成21年5月29日

平21-
30178-
00485号

042-676-8611
http://www.tamabi.ac
.jp
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平成２１年度（第２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

東京家政大学 教育の最新事情

教員免許更新講習では、教育現場に携わる者が教育の最
新事情について理解を新たに深めることが必修事項となっ
ています。ここでは、子どもの発達上の課題や変化について
をはじめとして、教育政策の動向、家庭や地域との連携、危
機管理上の課題など広範にわたりかつ極めて実践的なテー
マが並んでいます。これらを最新の知見から理解して行くの
がこの科目群です。
なお､板橋開講の講習では､一部科目で幼稚園教諭対象と
小中高教諭対象とに分かれて受講していただきます。

宇野　彰人（東京都板橋区教育委員会指導室
長）
中根　勉（東邦大学理学部教員養成課程非常
勤講師）
正木　義晴（教授）
半澤　嘉博（東京都教育庁指導部特別支援学
校教育担当課長）
平山　祐一郎（准教授）
相馬　誠一（教授）
近喰　ふじ子（教授）
菊入　三樹夫（教授）
戸田　雅美（教授）
森山　茂樹（准教授）
佐藤　暁子（非常勤講師）
白木　賢信（准教授）
山本　和人（教授）
平澤　尚孝（准教授）

東京都板橋区 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月31日

平21-
30187-
00505号

03-3961-2014
http://www.tokyo-
kasei.ac.jp

東京女子体育大
学

教育の最新事情

　主に、中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の保
健体育科教員を対象として、①学校を巡る状況変化、②生
きる力を育てる授業改善、③子どもの変化についての理
解、④学習指導要領改訂等の動向、⑤教育基本法等の改
正及び中央教育審議会答申等、⑥道徳・総合的な学習の時
間・特別活動の改訂の要点、⑦生涯スポーツの視点からの
体育科教員の役割、⑧スポーツ事故におけるリスクマネジメ
ント、について理解を深め、演習等を交えて受講者と共に考
察する。

古川　和人(体育学部准教授)
田中　洋一(体育学部教授)
久芳　美惠子(体育学部教授)
大石　千歳(体育学部准教授)
本村　清人(体育学部教授)
服部　次郎(体育学部教授)
早瀬　健介(体育学部准教授)

東京都国立市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 80人
平成21年3月16日～
平成21年4月30日

平21-
30197-
00507号

042-572-4309
http://www.twcpe.ac.
jp/

東洋大学 教職についての省察

　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
する事項について次の題目のもとに講義を行う。対象者は
中学校・高等学校・特別支援学校に勤務する教諭とする。

　「学校・子ども・社会の変化とその背景」「教員の役割と自
己省察」「学習指導要領改訂とその意味」「教育改革の動
向」「課題に取り組む学校組織のあり方」「学校・地域・家庭
の連携と協力」

斎藤　里美(文学部教授)
大森　　正(文学部教授)
宮﨑　英憲(文学部教授)
清水　直治(文学部教授)
藤本　典裕(文学部教授)
太巻　光俊(文学部非常勤講師)
石渡　延男(文学部非常勤講師)

東京都文京区 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月8日

平21-
30210-
00292号

03-3945-8656
http://www.toyo.ac.j
p/

武蔵野音楽大学 教育事情

小学校、中学校、高等学校教諭（音楽を中心として）を対象
とし、次の内容で開講する。①学校を巡る近年の状況の変
化や教員としての子ども観、教育観等、教職について②中
教審答申、学習指導要領をはじめとする教育政策の動向に
ついて③子どもの発達に関する近年の知見をふまえた、子
どもの生活の変化や指導のあり方について④学校の危機
管理や様々な問題に対する組織的対応をふまえた、学校の
内外における連携協力のあり方等について、６人の講師に
よって講義を行う。

山本　文茂（名古屋芸術大学教授）
加藤　徹也（文部科学省初等中等教育局教科
書調査官、音楽学部音楽教育学科非常勤講
師）
清野美佐緒（音楽学部音楽教育学科教授）
原田　　徹（墨田区立錦糸中学校校長）
坂田　　篤（杉並区立済美教育センター副所長）
杉原　　昇（練馬区立大泉第四小学校校長）

東京都練馬区 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 270人
平成21年5月18日～
平成21年6月13日

平21-
30235-
00527号

03-3992-112１(代)
http://www.musashino
-music.ac.jp/

明治大学 教育の最新事情

この講習では次の3つを扱います。第一に，教員に対する
様々な要望にどのように応えていくかを，学校をめぐる近年
の状況に即して考えます。第二に，不登校やいじめ・発達障
害を抱えた児童生徒など，子どもの抱えている課題の理解
を通して，学校で求められるカウンセリング・マインドを学び
ます。第三に，学習指導要領の改訂に伴う教育課程編成上
の留意点について考えます。

高野　和子（文学部教授）
岩田　康之（文学部非常勤講師，東京学芸大学
教員養成カリキュラム開発センター准教授）
伊藤　直樹（文学部准教授）
春口　明朗（文学部非常勤講師）
三上　昭彦（文学部教授）
神山　正弘（帝京平成大学現代ライフ学部教
授）
髙橋　靖之（文学部特任教授）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

14,000円 200人
平成21年4月1日～
平成21年5月29日

平21-
30237-
00551号

03-3296-4423
http://www.meiji.ac.
jp/shikaku/

目白大学 教育の最新事情

必修12時間の①教職についての省察、②子どもの変化につ
いての理解、③教育政策の動向についての理解、④学校の
内外での連携協力についての理解の4事項を、本学教職課
程委員会の全員と、心理カウンセリング学科の精鋭とが、内
容によって高校・中学、小学校・幼稚園とかの同一内容を受
講対象者に合わせて、幅広い取り組みで挑みます。③の教
育政策の動向以外は、高校・中学と小学校・幼稚園の先生
とに対象を分割して実施します。

多田孝志（人間学部教授）
沢崎　達夫（人間学部教授）
黒沢　幸子（人間学部教授）
小林福太郎（人間学部教授H21就任）
高野　成彦（人間学部准教授）
羽田紘一（人間学部教授）
髙橋　稔（人間学部専任講師）
日髙　潤子（人間学部准教授）

東京都新宿区 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年5月23日

平21-
30241-
00289号

03-5996-3159 http://www.mejiro.ac.

目白大学 教育の最新事情

必修12時間の①教職についての省察、②子どもの変化につ
いての理解、③教育政策の動向についての理解、④学校の
内外での連携協力についての理解の4事項を、本学教職課
程委員会の全員と、心理カウンセリング学科の精鋭とが、内
容によって高校・中学、小学校・幼稚園とかの同一内容を受
講対象者に合わせて、幅広い取り組みで挑みます。③の教
育政策の動向以外は、高校・中学と小学校・幼稚園の先生
とに対象を分割して実施します。

多田孝志（人間学部教授）
沢崎　達夫（人間学部教授）
黒沢　幸子（人間学部教授）
小林福太郎（人間学部教授H21就任）
高野　成彦（人間学部准教授）
羽田紘一（人間学部教授）
髙橋　稔（人間学部専任講師）
日髙　潤子（人間学部准教授）

東京都新宿区 12時間
平成21年6月20日、
平成21年6月27日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年5月23日

平21-
30241-
00290号

03-5996-3159 http://www.mejiro.ac.
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平成２１年度（第２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

淑徳幼児教育専
門学校

幼児教育の最新情報

幼稚園現場等で役立つ内容を中心に、日々抱えていると思
われる事項を中心に展開します。内容としては、子どもの変
化についての理解や教育政策の理解をはじめ、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します。

坂本　健（現職：東京都板橋区長）
小俣　昌道（現職：NPO品川区「認定こども園」
代表、ルンビニ幼稚園園長）
大西　頼子(幼児教育学科長）
金井　智恵子(講師）
中村　三緒子(講師）

東京都板橋区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

20,000円 100人
平成21年4月20日～
平成21年6月20日

平21-
40021-
00329号

03-5392-8881 http://www.shukutoku-vc.ac.jp

淑徳幼児教育専
門学校

幼児教育の最新情報

幼稚園現場等で役立つ内容を中心に、日々抱えていると思
われる事項を中心に展開します。内容としては、子どもの変
化についての理解や教育政策の理解をはじめ、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します。

坂本　健（現職：東京都板橋区長）
小俣　昌道（現職：NPO品川区「認定こども園」
代表、ルンビニ幼稚園園長）
大西　頼子(幼児教育学科長）
金井　智恵子(講師）
中村　三緒子(講師）

東京都板橋区 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

20,000円 100人
平成21年4月20日～
平成21年6月20日

平21-
40021-
00330号

03-5392-8881 http://www.shukutoku-vc.ac.jp

聖徳大学幼児教
育専門学校

教育の最新事情

幼稚園教諭を対象とし、教職についての省察並びに子ども
の変化についての理解、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、に関して今日求められ
ている幼稚園教育の課題をふまえて、幼稚園や教員が果た
すべき役割について考察する。

木村敬子（児童学部教授）
小松加代子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
三上裕三（児童学部教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
河村　久（児童学部教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
原本憲子（児童学部准教授）
近内愛子（短期大学部准教授）
片山世紀雄（聖徳大学兼任講師）

東京都港区 12時間
平成21年7月5日,
平成21年7月12日

12,000円 30人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
40029-
00286号

03-5476-8811
http://www.seitoku.j
p/kttcsu/

聖徳大学幼児教
育専門学校

教育の最新事情

幼稚園教諭を対象とし、教職についての省察並びに子ども
の変化についての理解、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、に関して今日求められ
ている幼稚園教育の課題をふまえて、幼稚園や教員が果た
すべき役割について考察する。

木村敬子（児童学部教授）
小松加代子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
三上裕三（児童学部教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
河村　久（児童学部教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
原本憲子（児童学部准教授）
近内愛子（短期大学部准教授）
片山世紀雄（聖徳大学兼任講師）

東京都港区 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 30人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
40029-
00287号

03-5476-8811
http://www.seitoku.j
p/kttcsu/

財団法人才能開
発教育研究財団

第36回教育工学研修中央セミ
ナー
IMETSフォーラム2009

小中学校教員を対象として、「学校を巡る状況の変化と教育
改革の動向」「活用型学力の育成と地域・保護者の力を活
かした授業づくり」「インターネット、携帯電話の普及と情報
モラル指導のあり方」「通常級での特別支援教育とクラス経
営」「安全で安心なまちづくりと学校での地域安全マップづく
り」などをテーマに、必修領域として示されている４つの領域
についての実践的な研究者などを講師に迎えて講習を行
う。

山極 隆（玉川大学学術研究所教授）
村川 雅弘（鳴門教育大学大学院学校教育研究
科教授）
石原 一彦（岐阜聖徳学園大学教育学部教授）
吉崎 静夫（日本女子大学人間社会学部教育学
科教授）
小宮 信夫（立正大学文学部社会学科教授）
河村 久（聖徳大学児童学部児童学科教授）

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 100人
平成21年3月16日～
平成21年7月31日

平21-
81370-
00414号

03-5437-5601
http://www.sainou.or
.jp

社団法人学術・文
化・産業ネット
ワーク多摩

教育の最新事情

全ての教員に共通する事項を扱う必修講座で、このための
多様な講師陣を用意した。90分単位で、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を深
めることをねらいとする。講師のそれぞれの専門的見地か
ら、最新の知識・技能や学校現場の課題を踏まえた教育実
践を支援する理論などを供し、受講者がより専門的に教育
活動全般に取り組めるよう計画した。

吉田　恒（桜美林大学教職センター/リベラル
アーツ学群教授）
和田　孝（帝京大学文学部准教授）
田村　真広（日本社会事業大学社会福祉学部
准教授）
藤井　靖史（帝京大学文学部教授、兼担、同医
学部小児科臨床准教授）
川田　孝一（桜美林大学顧問・非常勤講師）
須賀　恭子（実践女子大学生活科学部教授）
無藤　隆（白梅学園大学子ども学部教授）
浦野　東洋一（帝京大学文学部教授）
嶋崎　政男（立川市立立川第一中学校校長）
長坂　俊成（中央大学大学院公共政策研究科
兼任講師、独立行政法人防災科学技術研究所
主任研究員）

東京都日野市 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3月１6日～
平成21年7月30日

平21-
81380-
00359号

042-678-3976
http://www.nw-
tama.jp/

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

幼稚園以外の免許種を対象とし、教職についての省察並び
に子どもの変化についての理解、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、に関して今日求
められている教育の課題をふまえて、学校や教員が果たす
べき役割について考察する。

木村敬子（児童学部教授）
河村　久（児童学部教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
三上裕三（児童学部教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）

東京都港区 12時間
平成21年7月5日,
平成21年7月12日

12,000円 42人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
91210-
00282号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

幼稚園以外の免許種を対象とし、教職についての省察並び
に子どもの変化についての理解、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、に関して今日求
められている教育の課題をふまえて、学校や教員が果たす
べき役割について考察する。

小松加代子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
河村　久（児童学部教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
原本憲子（児童学部准教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）

東京都港区 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 42人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
91210-
00283号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

教職についての省察並びに子どもの変化についての理解、
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、に関して今日求められている教育の課題をふま
えて、学校や教員が果たすべき役割について考察する。

木村敬子（児童学部教授）
河村　久（児童学部教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
三上裕三（児童学部教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）

東京都港区 12時間
平成21年9月7日～
平成21年9月10日

12,000円 42人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
91210-
00284号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/
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平成２１年度（第２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

聖徳大学・聖徳大
学短期大学部

教育の最新事情

教職についての省察並びに子どもの変化についての理解、
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、に関して今日求められている教育の課題をふま
えて、学校や教員が果たすべき役割について考察する。

小松加代子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
近内愛子（短期大学部准教授）
東　敏徳（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
阿部　仁（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
片山世紀雄（聖徳大学兼任講師）

東京都港区 12時間
平成21年11月9日～
平成21年11月12日

12,000円 42人
平成21年9月1日～
平成21年9月30日

平21-
91210-
00285号

047-365-3601
http://www.seitoku.j
p/soa/koushin/

文教大学 「教育の最新事情」

「家庭・社会の変化と生徒指導」「危機管理と連携教育」「学
習指導要領と教育改革」「教育職の専門性」「学級集団と担
任の役割」「発達課題と子どもの理解」「特別支援教育の課
題」の７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。評価については各科目ごとに修得状況の確認
テストを行い、6時間分の総合評価により修了認定を行う。

栁生　和男（情報学部教授）
金井　恵里可（国際学部准教授）
松田　素行（昭和学院短期大学教授）
原田　勉（情報学部非常勤講師）
松本　浩之（情報学部准教授）
小瀬　絢子（武蔵野短期大学教授）
赤坂　雅裕（国際学部准教授）

神奈川県茅ヶ
崎市

12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 140人
平成21年11月10日～
平成21年11月25日

平21-
30098-
00548号

0467-53-2111
（代）

http://www.bunkyo.ac
.jp/stf/shougai/

日本体育大学 教育の最新事情

本講習会では、「学習指導要領と教師像の変遷」、「子ども
の発達に関する最新知見」、「子どもと生活変化に伴う課
題」、「特別活動」、「学校の危機管理上の課題」、「子供を守
る教育活動と法」、「野外活動を通したコミュニケーション作
り」をテーマに各講習を実施し、最新の知識技能の修得と教
育現場での課題について理解を深めることを目指す。

森嶋 昭伸（文部科学省初等中等教育局 視学
官）
吉冨 芳正（千葉県富里市教育委員会　教育長）
岡本 美和子（日本体育大学女子短期大学部
教授）
藤田 主一（体育学部 教授）
本間 啓二（体育学部 教授）
冨田 幸博（体育学部 教授）
緒方章宏（体育学部 教授）
小泉紀雄（体育学部 教授）

神奈川県横浜市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年3月23日～
平成21年5月15日

平21-
30222-
00515号

03-5706-0903
http://www.nittai.ac
.jp/

富山大学 教育の最新事情

以下の４項目について，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。
・教職についての考察（3時間）
・子どもの変化についての理解（3時間）
・教育政策の動向についての理解（3時間）
・学校の内外における連携協力についての理解（3時間）

富山県富山市 12時間
平成21年6月6日，
平成21年6月13日

12,000円 200人
平成21年4月10日～
平成21年4月24日

平21-
10037-
00522号

076-445-6097
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/

富山大学 教育の最新事情

以下の４項目について，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。
・教職についての考察（3時間）
・子どもの変化についての理解（3時間）
・教育政策の動向についての理解（3時間）
・学校の内外における連携協力についての理解（3時間）

富山県富山市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 200人
平成21年4月10日～
平成21年4月24日

平21-
10037-
00523号

076-445-6097
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/

富山大学 教育の最新事情

以下の４項目について，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。
・教職についての考察（3時間）
・子どもの変化についての理解（3時間）
・教育政策の動向についての理解（3時間）
・学校の内外における連携協力についての理解（3時間）

富山県富山市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 200人
平成21年4月10日～
平成21年4月24日

平21-
10037-
00524号

076-445-6097
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/

富山大学 教育の最新事情

以下の４項目について，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。
・教職についての考察（3時間）
・子どもの変化についての理解（3時間）
・教育政策の動向についての理解（3時間）
・学校の内外における連携協力についての理解（3時間）

富山県富山市 12時間
平成21年11月21日，
平成21年11月28日

12,000円 200人
平成21年4月10日～
平成21年4月24日

平21-
10037-
00525号

076-445-6097
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/

富山大学 教育の最新事情

以下の４項目について，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。
・教職についての考察（3時間）
・子どもの変化についての理解（3時間）
・教育政策の動向についての理解（3時間）
・学校の内外における連携協力についての理解（3時間）

富山県富山市 12時間
平成21年12月19日，
平成21年12月23日

12,000円 200人
平成21年4月10日～
平成21年4月24日

平21-
10037-
00526号

076-445-6097
http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/

金沢大学 教育の最新事情Ａ

   教育の最新事情を考察する。第一日目は教職についての
省察、子どもの変化についての理解を大テーマに学校を巡
る状況変化、教員の役割、子どもの発達に関する課題、子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方を考察
し、第二日目は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を大テーマに学習指導要
領改訂やその他教育改革の動向、各種課題に対する組織
的対応、危機管理上の課題を考察する。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系准教
授）
松下　良平（人間社会研究域学校教育系教授）
武居　　渡　（人間社会研究域学校教育系准教
授）
萱原　道春（人間社会研究域人間科学系教授）
諸岡　康哉（人間社会研究域学校教育系教授）
田邊　俊治（人間社会研究域学校教育系教授）
鳥居　和代（人間社会研究域学校教育系准教
授）
加藤　隆弘（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 600人
平成21年4月6日～
平成21年5月8日

平21-
10038-
00387号

076-264-5956
http://www.kanazawa-
u.ac.jp

廣瀬　信   (人間発達科学部　教授)
黒羽  正見(人間発達科学部　教授)
野平  慎二(人間発達科学部　准教授)
久保田 真功(人間発達科学部　准教授)
仲嶺  政光(地域連携推進機構　講師)
姜 　  信善(人間発達科学部　准教授)
下田  芳幸(人間発達科学部　講師)
石津　憲一郎(人間発達科学部　講師(就任予
定))
吉江  友秋(富山県教委小中学校課　主幹)
吉倉  哲夫(富山県教委小中学校課　主任指導
主事)
井田  博隆(富山県教委小中学校課　指導主事)
棚田  賢也(富山県教委小中学校課　指導主事)
上田  良美(富山県教委小中学校課　指導主事)
今堀　俊彦(富山県教委県立学校課　主任指導
主事)
麦谷　直人(富山県教委県立学校課　指導主事)
森田　喜邦(富山県教委県立学校課　指導主事)
佐野　友昭(富山県教委県立学校課　指導主事)
櫻野　克也(富山県教委県立学校課　指導主事)
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

金沢大学 教育の最新事情Ｂ

 　教育の最新事情を考察する。第一日目は教職について
の省察、子どもの変化についての理解を大テーマに学校を
巡る状況変化、教員の役割、子どもの発達に関する課題、
子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方を考察
し、第二日目は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を大テーマに学習指導要
領改訂やその他教育改革の動向、各種課題に対する組織
的対応、危機管理上の課題を考察する。

岡部　昌樹（金沢星稜大学人間科学部教授）
伊藤　啓一（金沢工業大学基礎教育部教職課
程教授）
荷方　邦夫（金沢美術工芸大学美術工芸学部
准教授）
和泉美知枝（金城大学短期大学部幼児教育学
科教授）
辻　　 直人 （北陸学院大学短期大学部准教授）
松田　洋介 （人間社会研究域学校教育系准教
授）
米川　祥子（金城大学短期大学部幼児教育学
科講師）
海口　芳浩 （北陸学院大学人間総合学部講師)
木村　竜也（金沢工業大学基礎教育部教職課
程准教授）
加藤　隆弘 （人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県鳳珠郡
穴水町

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4月6日～
平成21年5月8日

平21-
10038-
00388号

076-264-5956
http://www.kanazawa-
u.ac.jp

星槎大学 教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、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。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野　一哉(共生科学部非常勤講師　2009年准
教授着任予定)
蝦名　公子(共生科学部准教授)
西永　堅(共生科学部専任講師）
小林　晃一(共生科学部非常勤講師）
髙津　茂（共生科学部准教授）
荒井　英治郎（国立教育政策研究所研究補助
者　専修大学非常勤講師）

福井県福井市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00477号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.
jp/

信州大学 教育の最新事情

改正教育職員免許法（2006年）の趣旨を踏まえ、教員の資
質向上に資するため、「教育の最新事情」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、学校の内外での連携協力についての
理解を、対面の講習により深める。

土井　進（教育学部教授）
越智　康詞（教育学部准教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
上村　惠津子（教育学部准教授）
田中　敏（教育学部教授）

長野県長野市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00295号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

改正教育職員免許法（2006年）の趣旨を踏まえ、教員の資
質向上に資するため、「教育の最新事情」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、学校の内外での連携協力についての
理解を、対面の講習により深める。

伏木　久始（教育学部准教授）
武者　一弘（教育学部准教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
川島　一夫（教育学部教授）

長野県塩尻市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00296号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

改正教育職員免許法（2006年）の趣旨を踏まえ、教員の資
質向上に資するため、「教育の最新事情」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、学校の内外での連携協力についての
理解を、対面の講習により深める。

安達　仁美（教育学部助教）
武者　一弘（教育学部准教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
高橋　知音（教育学部准教授）
島田　英昭（教育学部准教授）

長野県上田市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00297号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

改正教育職員免許法（2006年）の趣旨を踏まえ、教員の資
質向上に資するため、「教育の最新事情」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、学校の内外での連携協力についての
理解を、対面の講習により深める。

伏木　久始（教育学部准教授）
武者　一弘（教育学部准教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
村上　千惠子（教育学部教授）
天岩　靜子（教育学部教授）

長野県長野市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 70人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00298号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

改正教育職員免許法（2006年）の趣旨を踏まえ、教員の資
質向上に資するため、「教育の最新事情」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、学校の内外での連携協力についての
理解を、対面の講習とe-Learningとの組み合わせにより深
める。
本講座の受講方法については、7月27日～8月31日の間に
インターネットにより６時間の学習を行い、9月5日の対面講
習６時間で講習とインターネット学習を含めた試験を行いま
す。

安達　仁美（教育学部助教）
越智　康詞（教育学部准教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
中西　公一郎（教育学部准教授）
島田　英昭（教育学部准教授）

長野県長野市 12時間
平成21年9月5日
（この他にｲﾝﾀｰﾈｯﾄで
の学習が必要です）

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00299号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

専門職たる教員の資質向上を目指して、哲学・教育史・教育
行財政・教育法制・教育方法・学校運営(マネージメント)・情
報教育・キャリア教育・心理学・特別支援教育・医学等さまざ
まな視点から、今日の教育課題を考える。

長野県上伊那
郡南箕輪村

12時間
平成21年6月27日～
平成21年6月28日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年4月24日

平21-
10041-
00300号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

専門職たる教員の資質向上を目指して、哲学・教育史・教育
行財政・教育法制・教育方法・学校運営(マネージメント)・情
報教育・キャリア教育・心理学・特別支援教育・医学等さまざ
まな視点から、今日の教育課題を考える。

長野県塩尻市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00301号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

専門職たる教員の資質向上を目指して、哲学・教育史・教育
行財政・教育法制・教育方法・学校運営(マネージメント)・情
報教育・キャリア教育・心理学・特別支援教育・医学等さまざ
まな視点から、今日の教育課題を考える。

長野県飯田市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 120人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00302号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

信州大学 教育の最新事情

専門職たる教員の資質向上を目指して、哲学・教育史・教育
行財政・教育法制・教育方法・学校運営(マネージメント)・情
報教育・キャリア教育・心理学・特別支援教育・医学等さまざ
まな視点から、今日の教育課題を考える。

長野県塩尻市 12時間
平成21年11月7日～
平成21年11月8日

12,000円 100人
平成21年7月1日～
平成21年8月16日

平21-
10041-
00303号

0263-37-2428
http://www.shinshu-
u.ac.jp/

坂本　保富（全学教育機構教授）
庄司　和史（全学教育機構准教授）
小山　茂喜（全学教育機構准教授）
相澤　徹（医学部教授）
市川　元基（医学部教授）

荒井　英治郎（専修大学・千葉商科大学非常勤
講師）
保高　勝通（全学教育機構教育特任教授）
千村　重平（理学部教職相談員）
大島　征二（放送大学長野学習センター所長）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

長野大学 教育の最新事情

学校教育をめぐる状況変化、専門職である教員の使命と責
任、子どもの発達に関する最新の脳科学と心理学の知見、
子どもの生活習慣の変化への対応、教育政策（学習指導要
領の改訂などを含む）と国の審議会の審議動向、学校の内
外における連携協力関係の構築、学校における危機管理
上の課題の理解を促す講義を行う。学校教育が直面してい
る諸課題に対応する教員の意欲と態度を啓発し、教育実践
の原動力となる科学的知識の理解を促す。

神尾　裕治（社会福祉学部教授）
黒沢　惟昭（社会福祉学部教授）
祐成　哲（東京都立八王子東養護学校長）
中島　豊（社会福祉学部教授）
森　源三郎（社会福祉学部教授）
山野井　杲琇（長野県蓼科高等学校長）

長野県上田市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 80人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
30305-
00501号

0268-39-0017
http://www.nagano.ac
.jp

長野大学 教育の最新事情

学校教育をめぐる状況変化、専門職である教員の使命と責
任、子どもの発達に関する最新の脳科学と心理学の知見、
子どもの生活習慣の変化への対応、教育政策（学習指導要
領の改訂などを含む）と国の審議会の審議動向、学校の内
外における連携協力関係の構築、学校における危機管理
上の課題の理解を促す講義を行う。学校教育が直面してい
る諸課題に対応する教員の意欲と態度を啓発し、教育実践
の原動力となる科学的知識の理解を促す。

神尾　裕治（社会福祉学部教授）
黒沢　惟昭（社会福祉学部教授）
祐成　哲（東京都立八王子東養護学校長）
中島　豊（社会福祉学部教授）
森　源三郎（社会福祉学部教授）
山野井　杲琇（長野県蓼科高等学校長）

長野県上田市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 80人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
30305-
00502号

0268-39-0017
http://www.nagano.ac
.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00363号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00364号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県関市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00365号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県恵那市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00366号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00367号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県関市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00368号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00369号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県各務原
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00370号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

投石　保広（朝日大学　教授）
伊藤　敏雄（岐阜経済大学　教授）
渡辺　貴裕（岐阜経済大学　准教授）
成田　幸夫（岐阜聖徳学園大学　教授）
大平　橘夫（岐阜聖徳学園大学　教授）
友田　靖雄（岐阜聖徳学園大学　教授）
廣田　隆志（岐阜聖徳学園大学　教授）
吉永　和加（岐阜聖徳学園大学　准教授）
森　直人（岐阜聖徳学園大学　准教授）
龍崎　忠（岐阜聖徳学園大学　准教授）
徳広　圭子（岐阜聖徳学園大学短期大学部　准
教授）
宮本　邦雄（東海学院大学　教授）
寺田　道夫（東海学院大学　准教授）
斉藤　由里（東海学院大学　講師）
川崎　億子（東海学院大学　講師）
大西　信行（東海学院大学　教授）
花井　正樹（東海学院大学　教授）
神谷　かつ江（東海学院大学短期大学部　教
授）
今井　昌彦（東海学院大学短期大学部　教授）
生嶋　亜樹子（東海学院大学短期大学部　専任
講師）
橘　良治（教育学部　教授）
今井　恭博（教育学部　教授）
篠原　清昭（教育学部　教授）
小山　徹（教育学部　教授）
石川　英志（教育学部　教授）
有村　久春（教育学部　教授）
益川　浩一（教育学部　准教授）
橋本　治（教育学部　准教授）
原田　信之（教育学部　准教授）
坂本　裕（教育学部　准教授）
平澤　紀子（教育学部　准教授）
柳沼　良太（教育学部　准教授）
松岡　博（教育学部　特任教授）
藤本　十美夫（教育学部　特任教授）
冲中　紀男（教育学部　特任教授）
柘植　良雄（岐阜市立加納小学校長）
名取　康夫（岐阜市立三輪南小学校長）
谷本　龍馬（岐阜市立長良中学校長）
竹市　安彦（岐阜市立岐阜西中学校長）
安田　和夫（岐阜市立岐阜特別支援学校長）
熊崎　盛敏（羽島市立中央小学校長）
脇田　正（山県市立西武芸小学校長）
山田　日吉（加茂郡冨加小学校長）
和田　満（不破郡垂井北中学校長）
高田　大嗣（岐阜県教育委員会教育総務課教
育主管）

三尾　寛次（岐阜県教育委員会教育総務課課
長補佐）
丹羽　章（岐阜県教育委員会教職課長）
早川　三根夫（岐阜県教育委員会教職課教育
主管）
水川　和彦（岐阜県教育委員会教職課課長補
佐）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県土岐市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 105人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00371号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00372号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00373号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年9月19日～
平成21年9月20日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00374号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県土岐市 12時間
平成21年9月19日～
平成21年9月20日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00375号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県高山市 12時間
平成21年10月3日～
平成21年10月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00376号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

岐阜大学 教育の最新事情

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ子ども観・教育
観｣｢Ｃ子どもの発達｣｢Ｄ子どもの生活指導｣｢Ｅ学習指導要
領の改訂動向｣｢Ｆ教育改革｣｢Ｇ学校経営｣｢Ｈ危機管理｣の
講義を学校種別（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護
教諭、特別支援学校）に開設する。

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年10月3日～
平成21年10月4日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月12日

平21-
10042-
00377号

058-293-2135 www.gifu-u.ac.jp

星槎大学 教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、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。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野　一哉(共生科学部非常勤講師　2009年准
教授着任予定)
蝦名　公子(共生科学部准教授)
西永　堅(共生科学部専任講師）
小林　晃一(共生科学部非常勤講師）
髙津　茂（共生科学部准教授）
荒井　英治郎（国立教育政策研究所研究補助
者　専修大学非常勤講師）

静岡県沼津市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

12,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00480号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.
jp/

常葉学園短期大学 幼児教育の最新事情

近年の社会変化に伴う子育て環境の変化を踏まえた幼児
教育のあり方について「教職についての省察」「子どもの発
達」「教育政策の動向」「他機関、保護者との連携」等、必修
領域の８細目に沿った講義を行う。本学保育科の長い伝統
を生かし、保育者としての資質向上につながる講習を行うた
め、対象は幼稚園教諭とする。

山本　伸晴（保育科教授）
長崎　イク（保育科教授）
永倉　みゆき（保育科准教授）
竹石　聖子（保育科講師）
加藤　寿子（保育科講師）
大村　壮（保育科講師）
谷口　真嗣（教養教育講師）

静岡県静岡市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年6月30日

平21-
35197-
00473号

054-261-1313 www.tokoha-jc.ac.jp

名古屋大学 「社会変動と教育の現在」

社会環境の急激な変化の中で、今教育の何が変わり、教育
に何が求められているのか。学校現場における危機管理や
カウンセリングマインドの必要性、職場の組織と人間関係の
変化、また新学習指導要領や学力テスト論争の読み解き方
など、学校現場に即した具体的な事例を取り上げつつ、教
育行政学・経営学と心理学・臨床心理学の最新データから
変わりゆく教育の諸相と社会変動の理解を深める。

植田　健男(教育発達科学研究科教授）
氏家　達夫(教育発達科学研究科教授）
金井　篤子(教育発達科学研究科教授）
中嶋　哲彦(教育発達科学研究科教授）
松本　真理子(教育発達科学研究科教授）
吉田　俊和(教育発達科学研究科教授）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 300人
平成21年5月13日～
平成21年5月19日

平21-
10045-
00549号

052-789-2162
http://www.nagoya-
u.ac.jp/

佐）
浅井　正美（岐阜県教育委員会教職課課長補
佐）
小林　正徳（岐阜県教育委員会学校支援課教
育主管）
加藤　昭二（岐阜県教育委員会学校支援課教
育主管）
飯田　健二（岐阜県教育委員会学校支援課課
長補佐）
高橋　博美（岐阜県教育委員会学校支援課課
長補佐）
清水　優子（岐阜県教育委員会教育研修課研
修企画監）
水谷　英彦（岐阜県教育委員会特別支援教育課
原　武志（岐阜県教育委員会特別支援教育課課
加藤　寿志（岐阜教育事務所学校職員課長）
西原　朗（岐阜教育事務所教育支援課長）
河合　鋭夫（西濃教育事務所学校職員課長）
宮島　康広（西濃教育事務所教育支援課長）
矢嶋　英敏（可茂教育事務所長）
小林　直樹（東濃教育事務所長）
服部　吉彦（飛騨教育事務所教育支援課長）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

愛知教育大学 教育の最新事情①

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

三上  敦史（教育学部准教授）
吉岡  恒生（障害児治療教育センター准教授）
中妻  雅彦（教育学部准教授）
増田  樹郎（教育学部教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00337号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情②

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

野田  敦敬（教育学部教授）
三浦  浩子（教育学部非常勤講師）
藤井  啓之（教育学部准教授）
弓削  洋子（教育学部准教授）
中越  敏文（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00338号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情③

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

山口　 　匡（教育学部准教授）
原口  芳明（教育学部教授）
藤江 　　充（教育学部教授）
中越  敏文（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00339号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情④

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

野田  敦敬（教育学部教授）
三浦  浩子（教育学部非常勤講師）
飯塚  一裕（佐賀短期大学講師）
中妻  雅彦（教育学部准教授）
佐野  真紀（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00340号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑤

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

中野  真志（教育学部教授）
久野  弘幸（教育学部准教授）
下村  美刈（教育学部教授）
中妻  雅彦（教育学部准教授）
添田  久美子(教育実践研究科准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00341号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑥

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

中野  靖彦（教育学部教授）
栗山  和広（教育学部教授）
中妻  雅彦（教育学部准教授）
内田   　良（教育学部講師）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00342号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑦

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

足立  泰敏（教育学部特任講師）
菊島  勝也（教育学部准教授）
伊藤  崇達（教育学部准教授）
荒井  文昭（教育学部准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00343号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

愛知教育大学 教育の最新事情⑧

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

中野  靖彦（教育学部教授）
田久保  清志（教育学部准教授）
子安　 　潤（教育学部教授）
添田  久美子(教育実践研究科准教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00344号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑨

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

足立   泰敏（教育学部特任講師）
志賀  廣夫（教育学部准教授）
松井 　　茂（教育学部非常勤講師）
山田  久義（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00345号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑩

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

松山  美重子（教育学部特任講師）
中野  靖彦（教育学部教授）
松井　 　茂（教育学部非常勤講師）
山田  久義（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00346号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑪

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

野本  欽也（教育学部非常勤講師）
石田  靖彦（教育学部准教授）
中野  靖彦（教育学部教授）
山田  久義（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00347号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑫

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

松山  美重子（教育学部特任講師）
川北  　 稔(教育実践研究科講師)
松井　 　茂（教育学部非常勤講師）
恒川  武久（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00348号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑬

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

野本  欽也（教育学部非常勤講師）
斎藤 　　眞（教育学部准教授）
中野  靖彦（教育学部教授）
添田  久美子(教育実践研究科准教授）

愛知県刈谷市 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4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00349号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知教育大学 教育の最新事情⑭

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

野本  欽也（教育学部非常勤講師）
藤井  恭子（教育学部准教授）
中野  靖彦（教育学部教授）
恒川  武久（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 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4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00350号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp
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平成２１年度（第２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

愛知教育大学 教育の最新事情⑮

○教育・子どもの現在と教職の課題及び学校を巡る状況と
教員の役割
○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際及
び社会的文化的環境の変化と生徒指導の方法
○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
○現代の教育課程と授業づくり及び学習意欲の形成と学習
指導
○組織としての学校と同僚性の構築及び保護者との協働性
の構築
○安全管理・危機管理等

高綱  睦美（愛知産業大学専任講師）
藤井  恭子（教育学部准教授）
中野  靖彦（教育学部教授）
恒川  武久（教育学部特任教授）

愛知県刈谷市 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4月13日～
平成21年5月20日

平21-
10046-
00351号

0566-26-2708
http://www.aichi-
edu.ac.jp

愛知県立大学 教育の最新事情と今日的課題

「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。多様化に応じた学級づくり、
子どもの発達・変化をふまえた指導のあり方については、受
講者間のディスカッションを行う。※定員に達し次第募集を
締切りとする。

内田　純一（文学部准教授）、柴田　康正（文学
部非常勤講師、名古屋短期大学非常勤講師、
京都嵯峨芸術大学非常勤講師）、坪井　由実
（北海道大学大学院教授）、田村　佳子（文学部
准教授）、加藤　義信（文学部教授）、神田　直
子（文学部教授）、堀尾　良弘（文学部准教授）、
祖父江　典人（文学部准教授）、田中　良三（文
学部教授）、山本　理絵（文学部准教授）

愛知県愛知郡
長久手町

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 140人
平成21年4月8日～
平成21年5月20日

平21-
20033-
00352号

0561-64-1111（内
線5165）

http://www.aichi-
edu.ac.jp

椙山女学園大学
教職についての省察、子どもの
変化、教育政策の動向、学校内
外における連携協力

  「教職についての省察」「子どもの変化」「教育政策の動向」
「学校の内外における連携協力についての理解」に関して、
教育行政の実務経験者及び学校教育・現職研修の実務経
験者、教育学・教育心理学・小児科学・教育工学等の関連
専門領域の研究者といった多様な講師陣と受講者の現職
教諭という特色を生かし、教育現場の直面している諸問題
について見識を深める。
【１次募集】卒業生及び日本個性化教育学会員対象（平成
21年4月13日～4月24日）　【２次募集】一般対象（平成21年5
月11日～5月22日）

山田真紀（教育学部准教授）
甲斐進一（教育学部長）
宮川充司（教育学部教授）
中島正夫（教育学部教授）
坂本德弥（教育学部准教授）
梶田正巳（教育学部教授及び
　　　　　　　椙山女学園中学校・高等学校長）
辻村哲夫（近大姫路大学教育学部長）
酒井照彦（教育学部准教授）
深谷和義（教育学部准教授）
加藤幸次（上智大学名誉教授）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月1日,
平成21年8月3日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年5月22日

平21-
30342-
00475号

052-781-6466
http://www.sugiyama-
u.ac.jp/

中京大学 教育の最新事情

○「教師のライフコース」を辿りながら、子ども観・教育観に
ついて省察する。ワークショップを取り入れる。
○発達障害児の理解を含む子どもの発達に関する課題、お
よびカウンセリング・マインドに基づく支援法を検討する。
○学習低下諸論を分析する。
○学力の本質の解明と新学習指導要領とを対照する。
○学級崩壊克服から生き生きとした学びの学校づくりを成し
遂げた体験を通して理解を図る。

小峰総一郎（国際教養学部教授）
坂井誠（心理学部教授）
鯨岡峻（心理学部教授）
大橋博明（国際教養学部教授）
山本美一（名張市立つつじヶ丘小学校校長）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30345-
00497号

052-835-7162
http://www.chukyo-
u.ac.jp

中部大学

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教育に
ついての理解

教育の最新事情に関する事項として、次の事項を扱う。
・ 教職についての省察（学校を巡る状況変化・専門職たる
　 教員の役割）
・ 子どもの変化についての理解(子どもの発達に関する
   課題・子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の
   在り方)
・ 教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂
   等の動向・その他教育改革の動向）
・ 学校の内外での連携協力についての理解（各種課題に
   対する組織的対応の在り方・学校における危機管理上
   の課題）

寺﨑　昌男 （大学教育研究センター客員教授）
平出　彦仁 （人文学部客員教授）
豊田 ひさき（現代教育学部児童教育学科教授）
藤井　聡尚 （現代教育学部児童教育学科教授）

愛知県春日井
市

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4月1日～
平成21年6月30日

平21-
30347-
00500号

0568-51-1111
http://www.chubu.ac.
jp/

南山大学 近年の教育事情について

　現代科学は、子どもたちの発達や学習に関する新しい知
見を提供してくれている。一方、急激な社会の変化にともな
い、学校現場はたとえばネットいじめなどの新しい課題に直
面している。教師はどう向き合っていけば良いのか。本講座
においては、学校経営やカウンセリング・人間関係トレーニ
ングなどの視点から、問題の本質を分析する。同時に、解決
のために必要な心構えやスキルの構築などについて問題
提起し、討論を通じて理解を深めることを目的とする。

宇田　光(総合政策学部総合政策学科教授）
清田　夏代（人文学部心理人間学科准教授）
大塚　弥生（総合政策学部総合政策学科准教
授）
松原　眞志夫（人文学部心理人間学科教授）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年6月6日～
平成21年6月7日

12,000円 200人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
30363-
00514号

052-832-3117
http://www.nanzan-
u.ac.jp/

日本福祉大学 教育の最新事情

時代と社会が求める学校・幼稚園のあり方、教師像、教育
観や子ども観をもとに、「今を生きる子ども」のとらえ方とアプ
ローチの方法について、教育的視点と福祉的視点とを重ね
ながら探るとともに、新しい教育課程の特徴と今求められる
学力観、学校と地域が連携した安心・安全の学校づくりにつ
いて講じます。また、学校種や講習内容により、希望に応じ
て受講できるよう部分的にクラスを分けて開講します。

亀谷和史（子ども発達学部 教授）
池谷壽夫（子ども発達学部 教授）
石川達也（子ども発達学部 教授）
伊勢田亮（子ども発達学部 教授）
遠藤由美（子ども発達学部 准教授）
渡辺顕一郎（子ども発達学部 教授）
山本敏郎（子ども発達学部 教授）
瀬地山葉矢（子ども発達学部 准教授）
大和田孝士（子ども発達学部 助教）
中村信次（子ども発達学部 准教授）

愛知県知多郡
美浜町 12時間

平成21年6月3日、
平成21年6月4日、
平成21年6月10日、
平成21年6月11日、
平成21年6月17日
（18:25～21:15）、
平成21年6月20日
（11:00～14:35）

12,000円 70人
平成21年4月20日～
平成21年5月20日

平21-
30365-
00516号

0569-87-2218 www.n-fukushi.ac.jp
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平成２１年度（第２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

日本福祉大学 教育の最新事情

時代と社会が求める学校・幼稚園のあり方、教師像、教育
観や子ども観をもとに、「今を生きる子ども」のとらえ方とアプ
ローチの方法について、教育的視点と福祉的視点とを重ね
ながら探るとともに、新しい教育課程の特徴と今求められる
学力観、学校と地域が連携した安心・安全の学校づくりにつ
いて講じます。また、学校種や講習内容により、希望に応じ
て受講できるよう部分的にクラスを分けて開講します。

亀谷和史（子ども発達学部 教授）
勅使千鶴（子ども発達学部 教授）
池谷壽夫（子ども発達学部 教授）
石川達也（子ども発達学部 教授）
伊勢田亮（子ども発達学部 教授）
遠藤由美（子ども発達学部 准教授）
渡辺顕一郎（子ども発達学部 教授）
山本敏郎（子ども発達学部 教授）
瀬地山葉矢（子ども発達学部 准教授）
塩野谷斉（子ども発達学部 准教授）
大和田孝士（子ども発達学部 助教）
中村信次（子ども発達学部 准教授）

愛知県半田市 12時間

平成21年10月14日、
平成21年10月15日、
平成21年10月21日、
平成21年10月22日、
平成21年10月28日
（18:25～21:15）、
平成21年10月31日
（11:00～14:35）

12,000円 100人
平成21年4月20日～
平成21年9月18日

平21-
30365-
00517号

0569-87-2218 www.n-fukushi.ac.jp

豊橋創造大学短
期大学部

免許状更新講習（必修科目「幼稚
園教諭」）

受講対象者を幼稚園教諭に特化そた免許状更新講習（必
修科目）である。幼稚園教諭として特に理解しておきたいこ
とを中心に、分かりやすい説明と解説で必修科目に必要と
される内容を全て学べる講習である。また、担当講師は、教
育や相談業務の経験者と分野の先端を行く研究者を配し、
講習内容をバランスよく学べるようにしてある。

木村　和夫（副学長）
佐野　真一郎（幼児教育・保育科教授）
加藤　知佳子（豊橋創造大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部
教授）
加藤　三雄（幼児教育・保育科教授）
伊藤道子（幼児教育・保育科准教授）

愛知県豊橋市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 50人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
35215-
00320号

050-2017-2102
http://www.sozo.ac.j
p/

名古屋柳城短期
大学

幼児教育の最新事情

　近年の環境の変化が、幼児の発達にどのような影響を及
ぼしているか、さまざまな視点から把握する。また、地域に
密着した新しい幼稚園のあり方を学び、望ましい教育・保育
について模索する。（各回のテーマ：　幼稚園教育・幼稚園
教員を取り巻く状況の変化、子ども観・教育観についての振
り返り、子どもの発達に関する今日的課題、子どもの変化を
踏まえた適切な保育のあり方、教育改革の動向と幼稚園教
育の方向性、新しい幼稚園教育要領に見る改善のポイン
ト、幼稚園における危機管理、幼稚園と家庭との連携、地域
における幼稚園）。

新海　英行（学長）
成田　朋子（教授）
野々垣　文成（教授）
荻原　はるみ（准教授）
中根　淳子（准教授）
小平　英志（准教授）
市原　信太郎（講師）
村田　康常（講師）
野崎　真琴（助教）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 50人
平成21年6月1日～
平成21年8月3日

平21-
35225-
00550号

052-841-2635
http://www.ryujo.ac.
jp

三重大学 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（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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。

伊藤 敏子(教育学部教授）
荒川 哲郎（教育学部教授）
須曽野 仁志（教育学部教授）
岡田 珠江（教育学部准教授）

三重県津市 12時間
平成21年5月23日～
平成21年5月24日

12,000円 160人
平成21年4月6日～
平成21年4月12日

平21-
10049-
00327号

059-231-5520
http://www.edu.mie-
u.ac.jp/menkyo/

三重大学 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（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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。

南  学（教育学部准教授）
赤木 和重（教育学部准教授）
佐藤 年明（教育学部教授）
岡田 珠江（教育学部准教授）

三重県伊賀市 12時間
平成21年6月27日～
平成21年6月28日

12,000円 160人
平成21年4月6日～
平成21年4月12日

平21-
10049-
00328号

059-231-5520
http://www.edu.mie-
u.ac.jp/menkyo/

星槎大学 教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、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。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野　一哉(共生科学部非常勤講師　2009年准
教授着任予定)
蝦名　公子(共生科学部准教授)
西永　堅(共生科学部専任講師）
小林　晃一(共生科学部非常勤講師）
髙津　茂（共生科学部准教授）
荒井　英治郎（国立教育政策研究所研究補助
者　専修大学非常勤講師）

三重県伊勢市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

12,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00476号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.
jp/

星槎大学 教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、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。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野　一哉(共生科学部非常勤講師　2009年准
教授着任予定)
蝦名　公子(共生科学部准教授)
西永　堅(共生科学部専任講師）
小林　晃一(共生科学部非常勤講師）
髙津　茂（共生科学部准教授）
荒井　英治郎（国立教育政策研究所研究補助
者　専修大学非常勤講師）

三重県伊勢市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00479号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.
jp/

龍谷大学 教育の最新事情と今後の展望

近年の社会情勢や教育課題を踏まえ、教育改革の動向や
教育研究の成果について具体的な資料に基に解説する。講
義だけでなく事例研究やワークショップも織り交ぜ、学校現
場で活用できる生きた知識を提供する。具体的には、下記
の内容を取り扱う。
○学校をめぐる状況変化
○近年の教育改革の動向
○新しい学習指導要領の理念
○社会変化に対応した生徒指導
○子どもの発達に関する最新の科学的知見
○各種の教育課題に対する組織的な対応

白石　正久（社会学部教授）
脇田　博文（国際文化学部教授）
山中　健一（社会学部教授）
大西　俊弘（理工学部准教授）
秋葉　昌樹（文学部准教授）
滋野井　一博（文学部准教授）
小島　弘道（文学部教授）
友久　久雄（文学部教授）

滋賀県大津市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

10,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年5月29日

平21-
30403-
00553号

075-283-0143
http://www.ryukoku.a
c.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

京都教育大学 教育の最新事情Ⅰ

本講習では、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
めの最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。

京都府京都市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 320人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10053-
00382号

075-644-8146
http://www.kyokyo-
u.ac.jp

京都教育大学 教育の最新事情Ⅱ

本講習では、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
めの最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。

京都府京都市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 320人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10053-
00383号

075-644-8146
http://www.kyokyo-
u.ac.jp

京都教育大学 教育の最新事情Ⅲ

本講習では、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
めの最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。

京都府京都市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 320人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10053-
00384号

075-644-8146
http://www.kyokyo-
u.ac.jp

京都教育大学 教育の最新事情Ⅳ

本講習では、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
めの最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。

京都府福知山
市

12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 160人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10053-
00385号

075-644-8146
http://www.kyokyo-
u.ac.jp

龍谷大学 教育の最新事情と今後の展望

近年の社会情勢や教育課題を踏まえ、教育改革の動向や
教育研究の成果について具体的な資料に基に解説する。講
義だけでなく事例研究やワークショップも織り交ぜ、学校現
場で活用できる生きた知識を提供する。具体的には、下記
の内容を取り扱う。
○学校をめぐる状況変化近年の教育改革の動向
○新しい学習指導要領の理念
○社会変化に対応した生徒指導
○子どもの発達に関する最新の科学的知見
○各種の教育課題に対する組織的な対応

秋葉　昌樹（文学部准教授）
滋野井　一博（文学部准教授）
小島　弘道（文学部教授）
友久　久雄（文学部教授）
白石　正久（社会学部教授）
脇田　博文（国際文化学部教授）
山中　健一（社会学部教授）
大西　俊弘（理工学部准教授）

京都府京都市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

10,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年5月29日

平21-
30403-
00552号

075-283-0143
http://www.ryukoku.a
c.jp/

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年6月13日、
平成21年6月20日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月29日

平21-
10056-
00488号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 500人
平成21年5月14日～
平成21年7月10日

平21-
10056-
00489号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 500人
平成21年5月14日～
平成21年7月10日

平21-
10056-
00490号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 500人
平成21年5月14日～
平成21年7月10日

平21-
10056-
00491号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

塩屋　葉子（京都工芸繊維大学基盤科学部門
教授）
堀内　孜（教授）
榊原　禎宏（教授）
岡本　正志（教授）
外川　正明（教授）
松村　千鶴（教授）
高乗　秀明（教授）
村上　登司文（教授）
樋口　とみ子（講師）
伊藤　悦子（教授）
岡部　美香（准教授）
德岡　慶一（准教授）
相澤　伸幸（准教授）
藤岡　秀樹（教授）
岩田　純一（教授）
水谷　宗行（教授）
内田　利広（准教授）
小松　貴弘（准教授）
佐藤　克敏（准教授）
郷間　英世（教授）
本間　友巳（教授）
花田　里欧子（講師）
相澤　雅文（准教授）

米川　英樹（教育学部教授）
高橋　一郎（教育学部准教授）
山根　祥雄(教育学部教授）
玉置　哲淳（教育学部教授）
二井　仁美(教育学部准教授）
宮野　安治（教育学部教授）
出相　泰裕(教職教育研究開発センター准教授）
臼井　智美(東京学芸大学国際教育センター准
教授）
守屋　國光(教育学部教授）
金森　裕治(教育学部准教授）
冨永　光昭(教育学部准教授）
藤田　裕司（教育学部教授）
井坂　行男(教育学部准教授）

山本　晃(教育学部教授）
平賀　健太郎（教育学部講師）
山本　利和（教育学部教授）
上村　逸子（教育学部教授）
西山　健（東大阪大学こども学部教授）
久田　敏彦(教育学部教授）
佐久間　敦史（教職教育研究開発センター准教
授）
神村　早織(教職教育研究開発センター准教授）
園田　雅春(教育学部教授）
戸田　有一(教育学部准教授）
石田　雅人(教育学部教授）
大河内　浩人(教育学部准教授）
林　龍平（教育学部教授）
白井 利明(教育学部教授）

22 / 39 ページ

http://www.kyokyo-u.ac.jp/�
http://www.kyokyo-u.ac.jp/�
http://www.kyokyo-u.ac.jp/�
http://www.ryukoku.ac.jp/�
http://www.kyokyo-u.ac.jp/�
http://www.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/kokusai/koushin/index.html�
http://www.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/kokusai/koushin/index.html�
http://www.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/kokusai/koushin/index.html�
http://www.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/kokusai/koushin/index.html�


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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 500人
平成21年5月14日～
平成21年7月10日

平21-
10056-
00492号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間

平成21年10月6日、
平成21年10月8日、
平成21年10月13日、
平成21年10月15日

12,000円 200人
平成21年7月30日～
平成21年9月18日

平21-
10056-
00493号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年10月10日、
平成21年10月17日

12,000円 300人
平成21年7月30日～
平成21年9月18日

平21-
10056-
00494号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

大阪教育大学 教育の最新事情

教育政策の動向、教職についての省察、子どもの変化、学
校内外の連携協力について、 各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの専門性をいかしつつ分担することにより、受講者が
現在の教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今
日的な教育課題についていっそう深く考えられるようになる
ことを支援する。

大阪府大阪市 12時間
平成21年11月14日、
平成21年11月21日

12,000円 300人
平成21年7月30日～
平成21年9月18日

平21-
10056-
00495号

072-978-3558

http://www.bur.osaka
-
kyoiku.ac.jp/kokusai
/koushin/index.html

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

市川　純夫（教育学部教授）
村上　凡子（和歌山信愛女子短期大学講師）
久保　富三夫（教育学部教授）
山本 健慈（教育学部教授）

大阪府岸和田
市

12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 160人
平成21年4月6日～
平成21年6月29日

平21-
10061-
00556号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

大阪音楽大学 教育の最新事情

学校を取り巻く状況変化や子ども観・教育観の変化、子ども
の変化、教育政策動向、学校内外における連携協力等につ
いて、最新の情報や知見をもとに考察し、学校の活性化、
日々の教科指導・生徒指導その他の教育実践の充実、さら
に学校をめぐるさまざまな問題の解決に関して、具体的な視
点や発想法を提供します。ディスカッション等も取り入れて
情報や意見を交換することで、「大学の教育学」と「教育現
場」相互の接近と協働の可能性を探ります。

大前　哲彦（大阪音楽大学短期大学部教授）
井上　英之（音楽学部教授）
藤本　敦夫（大阪音楽大学短期大学部准教授）
田中　久美子（羽衣国際大学人間生活学部准
教授）

大阪府豊中市 12時間
平成21年7月23日～
平成21年7月24日

12,000円 100人
平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30410-
00487号

06-6334-2131 http://daion.ac.jp

プール学院大学
変動社会における学校教育の使
命

知識基盤社会化および経済のグローバル化は、学校と家
庭・子どもをとりまく状況を根本的に変えつつある。各種デー
タを通して社会構造および教育諸条件の変化を知り、学校
教育と教員が果たすべき使命と具体的なヴィジョンについて
考える。

中島智子（プール学院大学教授）
中村　健（プール学院大学教授）
佃　　繁（プール学院大学准教授）
岡崎　裕（プール学院大学准教授）
中野　澄（大阪府教育委員会指導主事）

大阪府堺市 12時間

平成21年8月17日～
平成21年8月18日,
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
30448-
00336号

072-292-7201
http://www.poole.ac.
jp/

関西女子短期大
学

次代の児童生徒を育てる養護教
諭の資質形成

深刻化する子どもの現代的な健康課題の解決に向けて関
係機関とともに教育活動を展開できる養護教諭への変革を
めざす。さらに保護者や国民のニーズを的確に把握し、次代
を主体的に、健康的に生きる子どもの発育・発達を支援でき
る教員としての資質を醸成する。

小西　俊子(保健科講師)
高井　聰美(保健科准教授)
森川　英子(保健科教授)
岸田　吉史(大阪府教育委員会保健体育課
　　　　　　　　主任指導主事)

大阪府柏原市 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5月25日～
平成21年6月13日

平21-
35272-
00362号

072-977-9552 http://www.kwc.ac.jp

大阪キリスト教短
期大学

教育職の研究

教員としての、最新の子ども観・教育観などについての省
察、教育現場における客観的・具体的材料の適切な利用に
ついて学ぶ。また、教育的愛情、倫理観、遵法精神その他
教員に対する社会的要請の強い事柄について考える。

松下 　睦子（幼児教育学科非常勤講師）
二見素雅子（幼児教育学科准教授）
葉山貴美子（幼児教育学科准教授）

大阪府大阪市
阿倍野区

12時間
平成21年8月1日、
平成21年8月3日

12,000円 100人
平成21年 3月16日～
平成21年 7月20日

平21-
35255-
00486号

06-6652-2091 http://www.occ.ac.jp

常磐会短期大学・
常磐会学園大学

教育の最新事情

本講座は、「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」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。

亀山　学          （幼児教育科教授）
ト田　真一郎     （幼児教育科准教授）
糠野　亜紀       （幼児教育科講師）
恒川　直樹       （幼児教育科講師）
荘司　泰弘      （国際コミュニケーション学部教
授）
中村　健       （国際コミュニケーション学部准教
授）
美濃 守隆　　（国際コミュニケーション学部准教
授）
池田　可奈子   （国際コミュニケーション学部講
師）

大阪府大阪市
平野区

12時間
平成21年8月13日～
平成21年8月14日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
92710-
00472号

06-4302-8880
http://www.tokiwakai
.ac.jp/

関西学院大学 教育の最新事情

わが国における近年の社会状況の変化や教育改革の動向
を踏まえ、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のあり方等
の問題について、最新の情報をもとに理解を深める。

南本長穂（教職教育研究センター教授）
善明宣夫（教職教育研究センター教授）
横山利弘（教職教育研究センター教授）
延藤十九雄（教職教育研究センター非常勤講
師）

兵庫県西宮市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 120人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30455-
00360号

0798-54-6108
http://www.kwansei.a
c.jp

白井 利明(教育学部教授）
水野　治久（教育学部准教授）
高橋　登（教育学部教授）
安福　純子（教職教育研究開発センター教授）
上田　裕美(教職教育研究開発センター講師）
小松　孝至(教育学部准教授）
牧　郁子(教育学部准教授）
藤永　芳純(教育学部教授）
金光　靖樹(教育学部准教授）
馬野　範雄(教職教育研究開発センター准教授）
中西　修一(教職教育研究開発センター教授）
森田　英嗣(教育学部准教授）
島　善信(教職教育研究開発センター教授）
森　実(教職教育研究開発センター教授）
大脇　康弘(教育学部教授）
木原　俊行(教育学部教授）
藤田　大輔（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢　純子(学校危機メンタルサポートセンター
講師）
瀧野　揚三(学校危機メンタルサポートセンター
教授）
岩切　昌宏(学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
野坂　祐子(学校危機メンタルサポートセンター
講師）
小山　健藏(学校危機メンタルサポートセンター
教授）
大道　乃里江(教育学部准教授）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

関西学院大学 教育の最新事情

わが国における近年の社会状況の変化や教育改革の動向
を踏まえ、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のあり方等
の問題について、最新の情報をもとに理解を深める。

南本長穂（教職教育研究センター教授）
善明宣夫（教職教育研究センター教授）
横山利弘（教職教育研究センター教授）
延藤十九雄（教職教育研究センター非常勤講
師）

兵庫県西宮市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 120人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30455-
00361号

0798-54-6108
http://www.kwansei.a
c.jp

武庫川女子大学
時代に向き合う教師力開発（主と
して幼小教員対象）

　専門家として教員に求められる、「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（学習指導要
領、法令）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」の4事項に関する最新の知識・技能を
修得し、今日的な教育課題についての理解を深める。この
ことを通して、受講者が主体的・省察的に「時代に向き合っ
て」これからの教職生活をおくれるように促す。（講義と演
習）

山﨑　洋子 (文学部教授)
小野田　正利 (大阪大学大学院教授)
高井　弘弥 (文学部准教授)
小野　賢太郎 (文学部・短期大学部准教授（兼
任）)

兵庫県西宮市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年4月20日～
平成21年4月25日

平21-
30484-
00293号

0798-45-3696
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/~kmkoshin/

武庫川女子大学
時代に向き合う教師力開発（主と
して中高教員対象）

　専門家として教員に求められる、「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（学習指導要
領、法令）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」の4事項に関する最新の知識・技能を
修得し、今日的な教育課題についての理解を深める。この
ことを通して、受講者が主体的・省察的に「時代に向き合っ
て」これからの教職生活をおくれるように促す。（講義と演
習）

安東　由則 (文学部准教授)
上田　孝俊 (教育研究所准教授)
高井　弘弥 (文学部准教授)
上地　安昭 (文学部教授)

兵庫県西宮市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 60人
平成21年4月20日～
平成21年4月25日

平21-
30484-
00294号

0798-45-3696
http://www.mukogawa-
u.ac.jp/~kmkoshin/

奈良教育大学 教育の最新事情（全教員）

２日間で８コマの講義を実施
１・２　教職についての省察（学校を巡る状況変化）（専門職
たる教員の役割）
３・４　子どもの変化についての理解（子どもの発達に関する
課題）（子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方）
５・６　教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂
等の動向）（その他教育改革の動向）
７・８　学校の内外での連携協力についての理解（各種課題
に対する組織的対応の在り方）（学校における危機管理上
の課題）

生田　周二（教育学部教授）
小柳　和喜雄（教職大学院教授）
根來　秀樹（奈良医大精神医学教室学内講師）
訓覇　秋麿（畿央大学教育学部講師）
安藤　輝次（教職大学院教授）
松井　秀史（教職大学院講師）
小谷　勝彦（教職大学院特任講師）
石増　次郎（奈良県立教育研究所参与）

奈良県奈良市 12時間
平成21年6月27日～
平成21年6月28日

12,000円 400人
平成21年4月6日～
平成21年4月19日

平21-
10059-
00510号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/

奈良教育大学 教育の最新事情（全教員）

２日間で８コマの講義を実施
１・２　教職についての省察（学校を巡る状況変化）（専門職
たる教員の役割）
３・４　子どもの変化についての理解（子どもの発達に関する
課題）（子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方）
５・６　教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂
等の動向）（その他教育改革の動向）
７・８　学校の内外での連携協力についての理解（各種課題
に対する組織的対応の在り方）（学校における危機管理上
の課題）

渋谷　真樹（教育学部准教授）
赤沢　早人（教育実践総合センター准教授）
岩坂　英巳（教育学部教授）
粕谷　貴志（教職大学院准教授）
吉田　明史（教職大学院教授）
片岡　弘勝（教育学部准教授）
植西　浩一（教職大学院講師）
中室　清文（佛教大学教職支援センター講師）

奈良県奈良市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 320人
平成21年5月11日～
平成21年5月24日

平21-
10059-
00511号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/

奈良教育大学 教育の最新事情（全教員）

２日間で８コマの講義を実施
１・２　教職についての省察（学校を巡る状況変化）（専門職
たる教員の役割）
３・４　子どもの変化についての理解（子どもの発達に関する
課題）（子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方）
５・６　教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂
等の動向）（その他教育改革の動向）
７・８　学校の内外での連携協力についての理解（各種課題
に対する組織的対応の在り方）（学校における危機管理上
の課題）

田渕　五十生（教育学部教授）
国松　清子（奈良文化女子短期大学幼児教育
学科教授）
住本　克彦（大阪女子短期大学教授）
上杉　孝實（畿央大学教育学部教授）
津本　幸雄（奈良県立教育研究所参与）
山岡　荘平（教育学部非常勤講師）

奈良県奈良市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 320人
平成21年6月15日～
平成21年6月28日

平21-
10059-
00512号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/

奈良教育大学 教育の最新事情（全教員）

２日間で８コマの講義を実施
１・２　教職についての省察（学校を巡る状況変化）（専門職
たる教員の役割）
３・４　子どもの変化についての理解（子どもの発達に関する
課題）（子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方）
５・６　教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂
等の動向）（その他教育改革の動向）
７・８　学校の内外での連携協力についての理解（各種課題
に対する組織的対応の在り方）（学校における危機管理上
の課題）

太田　晴雄（帝塚山大学人文科学部教授）
善野　八千子（奈良文化女子短期大学幼児教
育学科教授）
中川　康司（奈良文化女子短期大学幼児教育
学科教授）
池島　徳大（教職大学院教授）
植村　啓介（奈良教育大学附属中学校副校長）
松井　秀史（教職大学院講師）
津本　幸雄（奈良県立教育研究所参与）
石増　次郎（奈良県立教育研究所参与）

奈良県奈良市 12時間
平成21年10月10日～
平成21年10月11日

12,000円 400人
平成21年7月21日～
平成21年8月2日

平21-
10059-
00513号

0742-27-9108
http://www.nara-
edu.ac.jp/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

市川　純夫（教育学部教授）
植田千晶（教育学部准教授）
久保　富三夫（教育学部教授）
堀内　秀雄（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター教授）

和歌山県新宮
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 160人
平成21年4月6日～
平成21年6月29日

平21-
10061-
00554号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/
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平成２１年度（第２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

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

市川　純夫（教育学部教授）
小林　邦雄（近畿大学生物理工学部講師）
岸田正幸（教育学部教授）
堀内　秀雄（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター教授）

和歌山県田辺
市

12時間
平成21年11月21日～
平成21年11月22日

12,000円 200人
平成21年4月6日～
平成21年10月16日

平21-
10061-
00555号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

舩越　勝（教育学部教授）
米澤　好史（教育学部教授）
久保　富三夫（教育学部教授）
村田　和子（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター准教授）

和歌山県和歌
山市

12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 240人
平成21年4月6日～
平成21年10月16日

平21-
10061-
00557号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

舩越　勝（教育学部教授）
植田千晶（教育学部准教授）
岸田正幸（教育学部教授）
山本健慈（教育学部教授）

和歌山県和歌
山市

12時間
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 240人
平成21年4月6日～
平成21年5月8日

平21-
10061-
00558号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

松浦善満（教育学部教授）
小林　邦雄（近畿大学生物理工学部講師）
土屋　基規（近畿大学生物理工学部）
村田　和子（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター准教授）

和歌山県和歌
山市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 240人
平成21年4月6日～
平成21年6月29日

平21-
10061-
00559号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

松浦　善満（教育学部教授）
米澤　好史（教育学部教授）
岸田　正幸（教育学部教授）
堀内　秀雄（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター教授）

和歌山県田辺
市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 200人
平成21年4月6日～
平成21年6月29日

平21-
10061-
00560号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学 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][学校内外における連携協
力についての理解」の４つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

松浦善満（教育学部教授）
村上　凡子（和歌山信愛女子短期大学講師）
土屋　基規（近畿大学生物理工学部教授）
村田　和子（和歌山大学生涯学習教育研究セン
ター准教授）

和歌山県和歌
山市

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 240人
平成21年4月6日～
平成21年6月29日

平21-
10061-
00561号

073-457-7104
http://www.wakayama-
u.ac.jp/menkyo/

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県松江市 12時間
平成21年6月20日～
平成21年6月21日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00313号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県松江市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00314号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県浜田市 12時間
平成21年　8月　8日～
平成21年　8月　9日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00315号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

高岡信也（教育学部教授）、
山下政俊（同上）、
加藤寿朗（同上）、
堤雅雄（同上）、
高山草二（同上）、
肥後功一（同上）、
岩宮恵子（同上）、
西信高（同上）、
小川巌（同上）、
森本直人（同上）、
畑克明(同上）、

権藤誠剛（教育学部准教授）、
高旗浩志（同上）、
三宅理子（同上）、
西田忠男（同上）、
足立智昭（同上）、
石野陽子（教育学部講師）、
高見友理（同上）、
百合田真樹人（同上）、
岩崎貴雄（特任講師）、
三鴨朋子（同上）、
倉田さつき（くらたこどもクリニック院長）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県浜田市 12時間
平成21年　8月20日～
平成21年　8月21日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00316号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県松江市 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4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00317号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県松江市 12時間
平成21年10月31日～
平成21年11月　1日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00318号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

島根大学 教育の最新事情

　この講習では、まず学校を取り巻く現代的状況を諸調査結
果などから正しく認識し、いま求められている教師の職責や
その資質について考える。つぎに、子どもの発達やさまざま
な発達障害を踏まえた児童生徒指導の方法について理解
するとともに、いまを生きる子どもの生活を視野に入れた仲
間づくりや学級づくりの方法について検討する。また、今回
の教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の経緯や内容
を理解することによって、今後の学校教育の方向性につい
ての理解を深める。最後に、地域社会のなかでの学校の役
割や学校と地域の連携協力のありかたについて教育制度
あるいは教育行政学的視点から考える。

島根県松江市 12時間
平成21年11月28日～
平成21年11月29日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10063-
00319号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp

倉敷芸術科学大
学

教育の最新事情

○社会の変化や教職に対する社会的要請を踏まえ、自らの
教育観、子ども観について省察する。
○子どもの心身の発達と特別支援教育の課題についての
理解に基づき、子どもの生活の変化を踏まえた指導のあり
方について考察する。
○家庭や地域との日常的な連携を通じて、情報面を含めた
学校内外の安全確保と安全教育のあり方について考察す
る。

皿田　琢司　（岡山理科大学　資格取得支援・教
職学芸員センター　准教授）
森井 康幸　（吉備国際大学　心理学部　臨床心
理学科　教授）
中島 弘徳　（岡山理科大学　資格取得支援・教
職学芸員センター　准教授）
曽我 雅比児　（岡山理科大学　資格取得支援・
教職学芸員センター　教授）
小山 悦司　（倉敷芸術科学大学　教職課程　教
授）
上北 　彰　（千葉科学大学　教職課程　教授　）

岡山県倉敷市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 50人
平成21年4月11日～
平成21年6月17日

平21-
30500-
00482号

086-440-1004
http://www.kusa.ac.j
p/indexj.html

ノートルダム清心
女子大学

目に見えないけれど大切なもの
－今ふりかえる，教師となった自
分を－

必修内容の4領域をすべて含む内容で構成し，幼稚園・小
学校・中学校・高等学校及び特別支援学校からの３００名の
受講者を想定している。３００名の一斉講義は，本学園理事
長及び学長の講演形式の講座並びに４名程度のゲストス
ピーカーを招いたシンポジウム形式で行う受講者参加型の
講座とする。その他の講座は，１５０名ずつに分けたオムニ
バス形式の講座，少人数のグループ別演習講座等の形式
で実施する。

渡辺　和子(学校法人ノートルダム清心学園理
事長）
髙木　孝子（学長）
平松　清志（人間生活学部教授）
本保　恭子（人間生活学部教授）
山本　博和(人間生活学部教授）
伊藤　豊美（文学部准教授）
河合　保生（文学部准教授）
赤木　雅宣(人間生活学部准教授）
家光　大蔵（人間生活学部准教授，附属小学校
長）
梶谷　恵子(人間生活学部准教授）
山本　幾子（人間生活学部准教授）

岡山県岡山市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 300人
平成21年3月16日～
平成21年4月10日

平21-
30505-
00335号

086-252-5463
http://www.ndsu.ac.j
p/tops/menkyo-
koushin
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を踏
まえながら、教育学・心理学の最新の成果、及び近年の教
育改革の動向を紹介する。そのため、次の８講義を２日間に
わたって行う（なお、各日とも修了認定試験を実施する）。
「学校をめぐる状況の変化」「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「生徒指導とカウンセリングマイン
ド」「教育改革の動向」「学習指導要領改訂の動向」「学校内
外における連携協力」「学校における危機管理」

森　敏昭（大学院教育学研究科　教授）
樋口　聡（大学院教育学研究科　教授）
井上　弥（大学院教育学研究科　准教授）
青木　多寿子（大学院教育学研究科　准教授）
山内　規嗣（大学院教育学研究科　准教授）
鈴木　由美子（大学院教育学研究科　准教授）
林　孝（大学院教育学研究科　教授）

広島県東広島
市

12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 200人
平成21年6月1日～
平成21年6月10日

平21-
10065-
00391号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を踏
まえながら、教育学・心理学の最新の成果、及び近年の教
育改革の動向を紹介する。そのため、次の８講義を２日間に
わたって行う（なお、各日とも修了認定試験を実施する）。
「学校をめぐる状況の変化」「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「生徒指導とカウンセリングマイン
ド」「教育改革の動向」「学習指導要領改訂の動向」「学校内
外における連携協力」「学校における危機管理」

森　敏昭（大学院教育学研究科　教授）
樋口　聡（大学院教育学研究科　教授）
井上　弥（大学院教育学研究科　准教授）
青木　多寿子（大学院教育学研究科　准教授）
山内　規嗣（大学院教育学研究科　准教授）
鈴木　由美子（大学院教育学研究科　准教授）
林　孝（大学院教育学研究科　教授）

広島県東広島
市

12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 200人
平成21年7月1日～
平成21年7月10日

平21-
10065-
00392号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年6月20日～
平成21年6月21日

12,000円 200人
平成21年4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10065-
00393号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月11日

平21-
10065-
00394号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 200人
平成21年6月1日～
平成21年6月10日

平21-
10065-
00395号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 200人
平成21年6月1日～
平成21年6月10日

平21-
10065-
00396号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 200人
平成21年6月1日～
平成21年6月10日

平21-
10065-
00397号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

広島大学 教育の最新事情（必修１２時間）

　　教育の最新事情について、学校をめぐる状況の変化を
ふまえながら、教育学、心理学の最新の成果、および近年
の教育改革の動向を紹介する。具体的には学校をめぐる状
況の変化、教職についての省察、子どもの発達に関する課
題、子どもの生活の変化を踏まえた指導、学習指導要領改
訂の動向、教育改革の動向、学校内外における連携協力、
学校における危機管理について講義を行う。

広島県東広島
市

12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

12,000円 200人
平成21年10月1日～
平成21年10月9日

平21-
10065-
00398号

082-424-6723
http://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo-
koshin/

坂越　正樹（大学院教育学研究科　教授）
安原　義仁（大学院教育学研究科　教授）
鈴木　理恵（大学院教育学研究科　准教授）
丸山　恭司（大学院教育学研究科　准教授）
山田　浩之（大学院教育学研究科　准教授）
山崎　博敏（大学院教育学研究科　教授）
深澤　広明（大学院教育学研究科　教授）
吉田　成章（大学院教育学研究科　助教）
大塚　豊（大学院教育学研究科　教授）
河野　和清（大学院教育学研究科　教授）
古賀　一博（大学院教育学研究科　教授）
曽余田　浩史（大学院教育学研究科　准教授）
小池　源吾（大学院教育学研究科　教授）
時永　益徳（大学院教育学研究科附属教育実
践総合センター　准教授）
前田　健一（大学院教育学研究科　教授）
湯澤　正通（大学院教育学研究科　教授）
松下　姫歌（大学院教育学研究科　准教授）
中條　和光（大学院教育学研究科　教授）
石田　弓（大学院教育学研究科附属心理臨床
教育研究センター　准教授）
森田　愛子（大学院教育学研究科　准教授）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

県立広島大学 教育の最新事情

   本講習では、すべての教員が社会状況や学校教育が抱
える課題、子どもの変化等に対応して、その時々で必要とさ
れる最新の知識、技能等を深めることを目的とする。具体的
には、①教職についての省察，②子どもの変化についての
理解、③教育政策の動向についての理解、④学校の内外で
の連携協力についての理解、の４つの事項について講義等
を展開する。

中谷　隆（保健福祉学部教授）
有馬　健雄（広島大学教育学部非常勤講師）
猪木　省三（人間文化学部教授）
土田　玲子（保健福祉学部教授）
松尾　智晶（総合教育センター准教授）
勝部　奈美（広島大学非常勤講師）
立田　晃（広島県教育委員会指導主事）
河野　員博（生命環境学部教授）
坪田　雄二（生命環境学部准教授）
上村　崇（県立広島大学経営情報学部非常勤
講師）

広島県広島市
南区

12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
20076-
00390号

082-251-9727
http://www.pu-
hiroshima.ac.jp/

比治山大学
大学で学ぶ教育の最新事情と教
育学・心理学研究の動向

学校教育に関する最新事情および国内外の動向について、
教育実践者および教育学・心理学研究者の多様な視点によ
り解説を行う。とりわけ、教育をめぐる今日的課題を挙げな
がら、それに対応する最新の研究動向を紹介することによ
り、受講者が学校での実践経験と大学での研究成果を相互
に応用し、教育に対する意識改革と授業改善を自らの手で
主体的に進めるための資質づくりを行うことを重要視して講
義を行う。

有本　章（元　広島大学　教授、比治山大学現
代文化学部　教授、比治山大学・比治山大学短
期大学部高等教育研究所所長）
朝倉　一隆（広島県教育委員会教育部学校経
営課総括指導主事）
石井　眞治（広島大学大学院教育学研究科教
授）
七木田　方美（比治山大学短期大学部　講師）
高橋　超（比治山大学・比治山大学短期大学部
学長）
福伊　智（比治山大学短期大学部　准教授）
長谷川　祐介（比治山大学・比治山大学短期大
学部高等教育研究所助教）
平田　敦義（比治山大学現代文化学部　准教授
教職指導センター）

広島県広島市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月2日～
平成21年4月8日

平21-
30510-
00521号

082-229-0122
http://www.hijiyama-
u.ac.jp

山口大学 教育の最新事情

   教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学
校を巡る状況の 変化」、「教員としての子ども観、教育観」、
「子どもの発達に関する 心理学等の最新の知見」、「子ども
の生活の変化を踏まえた指導の在り 方」、「学習指導要領
改訂の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外 の連携協
力・組織的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目
を、大学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論
的・実践的な 見地から講義する。

山口県下関市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 160人
平成21年5月19日～
平成21年6月1日

平21-
10066-
00445号

083-933-5056
http://www.yamaguchi
-u.ac.jp/

山口大学 教育の最新事情

「学校を巡る状況変化」、「専門職たる教員の役割」、「子ども
の発達に関する課題」、「子どもの生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方」、「学習指導要領改訂等の動向」、「その
他教育改革の動向」、「各種課題に対する組織的対応の在
り方」、「学校における危機管理上の課題」の各項目につい
て、大学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論
的・実践的な見地より、教育現場における現代的課題につ
いて講じる。

山口県山口市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 250人
平成21年5月19日～
平成21年6月1日

平21-
10066-
00446号

083-933-5056
http://www.yamaguchi
-u.ac.jp/

山口大学 教育の最新事情

「学校を巡る状況変化」、「専門職たる教員の役割」、「子ども
の発達に関する課題」、「子どもの生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方」、「学習指導要領改訂等の動向」、「その
他教育改革の動向」、「各種課題に対する組織的対応の在
り方」、「学校における危機管理上の課題」の各項目につい
て、大学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論
的・実践的な見地より、教育現場における現代的課題につ
いて講じる。

山口県山口市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 250人
平成21年5月19日～
平成21年6月1日

平21-
10066-
00447号

083-933-5056
http://www.yamaguchi
-u.ac.jp/

山口大学 教育の最新事情

「学校を巡る状況変化」、「専門職たる教員の役割」、「子ども
の発達に関する課題」、「子どもの生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方」、「学習指導要領改訂等の動向」、「その
他教育改革の動向」、「各種課題に対する組織的対応の在
り方」、「学校における危機管理上の課題」の各項目につい
て、大学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論
的・実践的な見地より、教育現場における現代的課題につ
いて講じる。

山口県山口市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 250人
平成21年5月19日～
平成21年6月1日

平21-
10066-
00448号

083-933-5056
http://www.yamaguchi
-u.ac.jp/

山口大学 教育の最新事情

「学校を巡る状況変化」、「専門職たる教員の役割」、「子ども
の発達に関する課題」、「子どもの生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方」、「学習指導要領改訂等の動向」、「その
他教育改革の動向」、「各種課題に対する組織的対応の在
り方」、「学校における危機管理上の課題」の各項目につい
て、大学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論
的・実践的な見地より、教育現場における現代的課題につ
いて講じる。

山口県山口市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 250人
平成21年9月24日～
平成21年10月6日

平21-
10066-
00449号

083-933-5056
http://www.yamaguchi
-u.ac.jp/

福田廣(教育学部教授）、
田中理絵（教育学部准教授）、
赤堀方哉（梅光学院大学准教授）、
伊藤一統（宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学短期大学部教授）、
福田修（教育学部教授）、
今西一實（宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学大学院教授）、
徳永幸枝（梅光学院大学准教授）、
大野嘉香（山口県教育会事務局）、
清水博道（学校法人佐波幼稚園園長）、
森田和康（長門市教育委員会委員長職務代
理）、
河村龍弌（防府福祉専門学校講師）、
藤井勝彦（学校法人藤村学園旭幼稚園園長）、
久保良雄（下関市立ゆたか児童館館長）、
佐川信夫（山口県教育会事務局）、
田中淳夫（山口県教育会事務局長）、
阿武正治（山口短期大学非常勤講師）、
藤木大介（梅光学院大学専任講師）、
平野均（保健管理ｾﾝﾀｰ教授）、
木谷秀勝（教育学部准教授）、

田﨑權一（宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学大学院教授）、
松岡勝彦（教育学部准教授）、
松田信夫（教育学部教授）、
吉田一成（教育学部教授）、
太田列子（東亜大学大学院准教授）、
杉山直子（梅光学院大学准教授）、
河村靖彦（教育学部附属山口小学校副校長）、
桑原昭徳（教育学部教授）、
小川勤（大学教育ｾﾝﾀｰ教授）、
大石英史（教育学部教授）、
名島潤慈（教育学部教授）、
恒吉徹三（教育学部准教授）、
田邊敏明（教育学部教授）、
沖林洋平（教育学部講師）、
卜部匡司（徳山大学准教授）、
西村　正登（教育学部教授）、
吉田香奈（大学教育ｾﾝﾀｰ准教授）、
佐々木司（教育学部准教授）、
貞末俊裕（梅光学院大学参与）、
山田佳子（教育学部附属山口中学校副校長）、
藤井明男（教育学部附属光中学校副校長）、
藤山一夫（教育学部附属光小学校副校長）、
田代直人（山口学芸大学教授）、
長畑実（ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ長・教授）、
小杉考司（教育学部講師）、
糸長雅弘（教育学部教授）、
岡村吉永（教育学部教授）、
阿濱茂樹（教育学部准教授）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

香川大学 教育の最新事情①

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

毛利　 猛  （教育学部　教授）
宮前　義和（教育学部　准教授）
山岸　知幸（教育学部　准教授）
加野　芳正（教育学部　教授）

香川県高松市 12時間
平成21年6月6日～
平成21年6月7日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00269号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情②（観音寺）

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

鈴木　 政勝（教育学部　教授）
惠羅　 修吉（教育学部　教授）
柳澤　 良明（教育学部　教授）
大久保智生（教育学部　准教授）

香川県観音寺
市

12時間
平成21年7月4日～
平成21年7月5日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00270号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情③

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

七條　正典（教育学部　教授）
川田　 学　（教育学部　准教授）
吉田　茂孝（高松大学発達科学部　講師）
清国　祐二（教育･学生支援機構　教授）

香川県高松市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00271号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情④

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

毛利　  猛  （教育学部　教授）
武藏　 博文（教育学部　教授）
松原　 勝敏（高松大学発達科学部　教授）
大久保智生（教育学部　准教授）

香川県高松市 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4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00272号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情⑤（津田）

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

櫻井 　佳樹（教育学部　教授）
宮前 　淳子（教育学部　准教授）
吉田 　茂孝（高松大学発達科学部　講師）
山本 　珠美（教育･学生支援機構　准教授）

香川県さぬき
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4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00273号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情⑥（丸亀）

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

有馬　 道久（教育学部　教授）
宮前　 義和（教育学部　准教授）
山岸　 知幸（教育学部　准教授）
加野　 芳正（教育学部　教授）

香川県丸亀市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00274号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情⑦

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

鈴木 　政勝（教育学部　教授）
武藏 　博文（教育学部　教授）
小方 　朋子（教育学部　准教授）
葛城 　浩一（教育･学生支援機構　准教授）

香川県高松市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月30日

平21-
10069-
00275号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情⑧

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

有馬 　道久（教育学部　教授）
宮前 　淳子（教育学部　准教授）
柳澤 　良明（教育学部　教授）
山本 　珠美（教育･学生支援機構　准教授）

香川県高松市 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7月13日～
平成21年7月31日

平21-
10069-
00276号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

香川大学 教育の最新事情⑨（土庄）

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

七條　 正典（教育学部　教授）
川田　  学　（教育学部　准教授）
松原　 勝敏（高松大学発達科学部　教授）
清國　 祐二（教育･学生支援機構　教授）

香川県小豆郡 12時間
平成21年10月3日～
平成21年10月4日

12,000円 100人
平成21年7月13日～
平成21年7月31日

平21-
10069-
00277号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

香川大学 教育の最新事情⑩

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性、あるいは危機管理の面から理
解を深める。

櫻井 　佳樹（教育学部　教授）
惠羅 　修吉（教育学部　教授）
小方 　朋子（教育学部　准教授）
葛城 　浩一（教育･学生支援機構　准教授）

香川県高松市 12時間
平成21年11月7日～
平成21年11月8日

12,000円 100人
平成21年7月13日～
平成21年7月31日

平21-
10069-
00278号

087-832-1143
http://www.kagawa-
u.ac.jp/

四国学院大学 学校教育の現状と教職の課題

急激な社会変化の下での教職の本質に関する省察とその
理解を深化させることを目的とする。そうした視点に基づき
子どもの変化に関しての理解および最新の心理学の知見に
基づく児童・生徒への適切な指導方法等の理解や活用方法
の知見を獲得することを目標とする。さらに、教育政策に関
する構造的理解の深化を踏まえた、地域社会との連携およ
び学校運営や管理の新たな創造的実践についての知識を
学ぶことを目的とする。

会沢勲（文学部教授）
野崎晃広（社会福祉学部准教授）
元井一郎（文学部教授）
伊藤公洋（総合教育研究センター教授）
大西將生  （社会福祉学部教授）
塩田寛幸（総合教育研究センー教授）
末澤　清（総合教育研究センター教授）
宮橋小百合（総合教育研究センター助教）

香川県善通寺
市

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30530-
00450号

0877-62-2455
http://www.sg-
u.ac.jp/

四国学院大学 学校教育の現状と教職の課題

急激な社会変化の下での教職の本質に関する省察とその
理解を深化させることを目的とする。そうした視点に基づき
子どもの変化に関しての理解および最新の心理学の知見に
基づく児童・生徒への適切な指導方法等の理解や活用方法
の知見を獲得することを目標とする。さらに、教育政策に関
する構造的理解の深化を踏まえた、地域社会との連携およ
び学校運営や管理の新たな創造的実践についての知識を
学ぶことを目的とする。

会沢勲（文学部教授）
野崎晃広（社会福祉学部准教授）
元井一郎（文学部教授）
伊藤公洋（総合教育研究センター教授）
大西將生  （社会福祉学部教授）
塩田寛幸（総合教育研究センー教授）
末澤　清（総合教育研究センター教授）
宮橋小百合（総合教育研究センター助教）

香川県善通寺
市

12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30530-
00451号

0877-62-2455
http://www.sg-
u.ac.jp/

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県松山市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 400人
平成21年4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00353号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県宇和島
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00354号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県大洲市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00355号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

山口　充（教育学部教授）
伴野  昌弘（教育学部教授）
太田  佳光（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
白松  賢（教育学部准教授）
澤田  忠幸（愛媛県立医療技術大学保健科学
部准教授）
松尾  浩一郎（聖カタリナ大学人間健康福祉学
部教授）
橋本  巌（教育学部教授）

相模  健人（教育学部准教授）
富田  英司（教育学部講師）
二宮  衆一（教育学部講師）
上村  悦男（愛媛県教育委員会教育指導係長）
城戸  茂（愛媛県教育委員会指導主事）
正岡  義憲(教育学部附属小学校副校長）
山本  久雄（教育学部教授）
山田  誠（教育学部准教授）
一色  光（教育学部附属教育実践総合センター
客員教授）
露口  健司（教育学部准教授）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県新居浜
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4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00356号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県今治市 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4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00357号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的かつ
具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を改
めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生徒
指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対応に
ついて理解する。

愛媛県松山市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 200人
平成21年4月1日～
平成21年4月10日

平21-
10070-
00358号

089-927-9159
http://www.ehime-
u.ac.jp/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。
　なお本講習は、遠隔地の受講者のために遠隔講習として
高知大学物部キャンパスでも実施する。

高知県高知市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年6月8日～
平成21年7月3日

平21-
10071-
00402号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。

高知県南国市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年6月8日～
平成21年7月3日

平21-
10071-
00403号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。

高知県四万十
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年6月8日～
平成21年7月3日

平21-
10071-
00404号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。
　なお本講習は、遠隔地の受講者のために遠隔講習として
高知大学物部キャンパスでも実施する。

高知県高知市 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8日～
平成21年7月3日

平21-
10071-
00405号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

内田　純一（教育学部教授）
岡谷　英明（教育学部准教授）
馬場園　陽一（教育学部教授）
藤田　尚文（教育学部教授）
金山　元春（教育学部講師）
田沼　茂紀（教育学部教授）
古口　高志（教育学部准教授）
柳林　信彦（教育学部准教授）

北川　明（高知女子大学文化学部教授）
芝田　不比人（高知女子大学文化学部教授）
中村　直人（高知工科大学共通教育教室教授）
田島　充士（高知工科大学共通教育教室講師）
小島　一久（高知学園短期大学教授）
野村　能教(高知県教育センター)
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。

高知県南国市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年6月8日～
平成21年7月3日

平21-
10071-
00406号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。
　なお本講習は、遠隔地の受講者のために遠隔講習として
高知大学物部キャンパスでも実施する。

高知県高知市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 200人
平成21年10月13日～
平成21年11月6日

平21-
10071-
00407号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。

高知県南国市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 100人
平成21年10月13日～
平成21年11月6日

平21-
10071-
00408号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知大学 教育の最新事情

　必修領域に関わる本講習では、学校をめぐる状況の変
化・専門職たる教師の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改定等の動向・その他の教育動向・各課題に対する
組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課題につ
いて講習を行う。最新の教育情報のみならず、実践に生か
せる知見も提供することによって実践的指導力を高めること
も重視する。

高知県四万十
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
平成21年10月13日～
平成21年11月6日

平21-
10071-
00409号

088-844-8978
http://www.kochi-
u.ac.jp/JA/

高知学園短期大
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、特に幼稚園
の教員に求められる最新の知識・技能及び教育課題につい
ての理解を深めることを目指す。

小島一久（幼児保育学科教授）
吉村　斉（幼児保育学科講師）
杉原　徹（幼児保育学科講師）
岡林美枝（看護学科講師）
池畠千惠子（佐川町立佐川小学校校長）
山本勝子（高知幼稚園園長）
加藤秋美

高知県高知市 12時間
平成21年8月15日～
平成21年8月16日

12,000円 30人
平成21年5月25日～
平成21年6月26日

平21-
35341-
00401号

088-840-1664 www.kochi-gc.ac.jp

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として小学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

竹本　英代（福岡教育大学教育学部准教授）
杉村　智子（福岡教育大学教育学部教授）
寺尾　愼一（福岡教育大学教育学部教授）
河内　祥子（福岡教育大学教育学部准教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年7月18日～
平成21年7月19日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年6月27日

平21-
10072-
00529号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として中学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

木内　隆生（福岡教育大学教育学部教授）
友清　由希子（福岡教育大学教育学部准教授）
堺　正之（福岡教育大学教育学部教授）
花島　秀樹（福岡教育大学教職大学院設置準
備室准教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年7月26日,
平成21年8月2日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年7月5日

平21-
10072-
00530号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として幼稚園
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

林嵜　和彦（福岡教育大学教育学部講師）
田中　敏明（福岡教育大学教育学部教授）
船越　美穂（福岡教育大学教育学部教授）
花島　秀樹（福岡教育大学教職大学院設置準
備室准教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年7月18日

平21-
10072-
00531号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として高等学
校教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護
教諭も受講できる。

大坪　靖直（福岡教育大学教育学部教授）
笹山　郁生（福岡教育大学教育学部教授）
東野　充成（九州工業大学工学部講師）
菊池　悌一郎（九州工業大学保健センター講
師）

福岡県北九州
市戸畑区

12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年7月18日

平21-
10072-
00532号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として高等学
校教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護
教諭も受講できる。

山口　喬（福岡教育大学教育学部教授）
坂中　正義（福岡教育大学教育学部准教授）
小林　万里子（福岡教育大学教育学部准教授）
小泉　令三（ 福岡教育大学教育学部教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年8月1日

平21-
10072-
00533号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として小学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

寺岡　聖豪（福岡教育大学教育学部教授）
市原　学（福岡教育大学教育学部准教授）
高田　清（福岡教育大学教育学部教授）
植村　善太郎（福岡教育大学教育学部附属教
育実践総合センター准教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 240人
平成21年5月20日～
平成21年8月8日

平21-
10072-
00534号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として中学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

田上　哲（九州大学大学院人間環境学研究院
准教授）
野島　一彦（九州大学大学院人間環境学研究
院教授）
高田　清（福岡教育大学教育学部教授）
植村　善太郎（福岡教育大学教育学部附属教
育実践総合センター准教授）

福岡県福岡市
東区

12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年8月15日

平21-
10072-
00535号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として小学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

田上　哲（九州大学大学院人間環境学研究院
准教授）
安部　順子（福岡教育大学教育学部教授）
八尾坂　修（九州大学教育学部長）
河内　祥子（福岡教育大学教育学部准教授）

福岡県福岡市
東区

12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年8月22日

平21-
10072-
00536号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として高等学
校教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護
教諭も受講できる。

元兼　正浩（九州大学大学院人間環境学研究
院准教授）
中島　義実（福岡教育大学教育学部准教授）
小泉　令三（福岡教育大学教育学部教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年9月26日～
平成21年9月27日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年9月5日

平21-
10072-
00537号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として中学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

大坪　靖直（福岡教育大学教育学部教授）
黒川　雅幸（福岡教育大学教育学部講師）
東野　充成（九州工業大学工学部講師）
菊池　悌一郎（九州工業大学保健センター講
師）

福岡県北九州
市戸畑区

12時間
平成21年10月17日～
平成21年10月18日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年9月26日

平21-
10072-
00538号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として特別支
援学校教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び
養護教諭も受講できる。

飯田　史也（福岡教育大学教育学部教授）
中山　健（福岡教育大学教育学部准教授）
一木　薫（福岡教育大学教育学部助教）
猪狩　恵美子（福岡教育大学教育学部教授）

福岡県宗像市 12時間
平成21年10月24日～
平成21年10月25日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年10月3日

平21-
10072-
00539号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

福岡教育大学 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。
　当講習は、２教室（120人×２クラス）同時進行で、４名の講
師によるリレー講義の形態をとる。主な受講者として小学校
教諭を想定しているが、その他の学校種の教諭及び養護教
諭も受講できる。

大坪　靖直（福岡教育大学教育学部教授）
中村　俊哉（福岡教育大学教育学部教授）
東野　充成（九州工業大学工学部講師）
菊池　悌一郎（九州工業大学保健センター講
師）

福岡県飯塚市 12時間
平成21年10月24日～
平成21年10月25日

12,000円 240人
平成21年7月10日～
平成21年10月3日

平21-
10072-
00540号

0940-35-1230
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/

福岡大学
教育状況の変化への対応（教育
の最新事情）

教員免許状更新講習の必修領域として、「教育状況の変化
への対応（教育の最新事情）」というテーマで次の５つの領
域（事項）で構成する。①教職についての省察、②子どもの
変化についての理解Ⅰ（子どもの発達と特別支援教育）、③
子どもの変化についての理解Ⅱ（教育現場における心理的
諸問題と教育相談）、④教育施策の動向についての理解、
⑤学校の内外での連携協力についての理解

勝山　吉章（人文学部教授）
高妻　紳二郎（人文学部教授）
坂本　昭（人文学部教授）
皿田　洋子（人文学部教授）
陣川　桂三（人文学部教授）
高田　熱美（人文学部教授）
田村　隆一（人文学部教授）
徳永　豊（人文学部教授）
林　幹男（人文学部教授）
龍　祐之（人文学部教授）
大久保　正廣（人文学部准教授）
篠崎　省三（人文学部准教授）
高木　雅史（人文学部准教授）
吉岡　久美子（人文学部准教授）
長江　信和（人文学部講師）
松永　邦裕（人文学部講師）

福岡県福岡市
城南区

12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 300人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
30555-
00541号

092-871-6631 http://www.fukuoka-
u..ac.jp

中村学園大学・中
村学園大学短期
大学部

教育の最新事情

①学校という組織についての社会学的知見を紹介しながら
明らかにし、学校をめぐる環境の厳しさの源について検討を
加える。②教育の原点としての家庭および家庭教育のあり
方と子どもの発達について解説する。③現代の日本におけ
る教育改革の動向をふまえ、幼小連携や認定こども園の動
向など、幼稚園教育をめぐる現代的課題について考察す
る。④カリキュラム・マネジメントの理論と実際を中心に、学
校危機管理を含めたマネジメントについて解説する。

柳　治男（人間発達学部教授）
石田　梅男（人間発達学部非常勤講師）
田村　知子（栄養科学部講師）

福岡県福岡市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

13,500円 90人
平成21年4月20日～
平成21年5月29日

平21-
94010-
00498号

092-851-6742
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

中村学園大学・中
村学園大学短期
大学部

教育の最新事情

①幼稚園教諭としてのこれまでの実務経験と学校を巡る状
況変化の理解を前提として、自己の実践について、教育の
本質に立ち戻って考察する。②子どもの変化について，最
近の脳科学研究により明らかにされた知見を紹介し，対処
の仕方を学ぶ。③カリキュラム改革について、学習意欲を喚
起し生活体験を強調する議論と、学力向上を強調する議論
とに焦点を向けて検討する。④家庭との連携と、地域・家庭
教育の支援について，現場における連携・支援事例を検討
し、問題点や課題を整理し、実践力の向上を図る。

松尾　智則（幼児保育学科教授）
曻地　勝人（人間発達学部教授）
佐々木　美智子（人間発達学部教授）
石黒　万里子（人間発達学部講師）

福岡県福岡市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,190円 90人
平成21年4月20日～
平成21年5月29日

平21-
94010-
00499号

092-851-6742
http://www.nakamura-
u.ac.jp/

九州産業大学 教育の最新事情

本講習においては、教員免許状更新講習の必修領域であ
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、九州産業
大学教職課程担当教員が各専門領域に応じた講義を行
い、最後に修了認定の「筆記試験」を実施します。２日間の
講習を通して、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についての理解を深めることを目指し
ます。

小川　哲哉（国際文化学部教授）
髙木　國昭（国際文化学部客員教授）
倉知　延章（国際文化学部教授）
久木山　健一（国際文化学部准教授）
松原　岳行（国際文化学部講師）
森 　英一（福岡県立鞍手高等学校校長）

福岡県福岡市
東区

12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 150人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30539-
00389号

092-673-5595
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

佐賀大学 教育の最新情報

教育の現代的な課題や子どもの発達状況を巡る最新情報
とともに、特別支援教育に関する具体的な実施に基づく知
見や個々の子どもへのカウンセリングマインドをもった対
応、学級・学校経営や校内外の安全対策など最新の知見を
提供する。

大元誠（文化教育学部教授）
山田潤次（文化教育学部教授）
池田行伸（文化教育学部教授）
撫尾知信（文化教育学部教授）
世波敏嗣（文化教育学部教授）
栗山裕至（文化教育学部准教授）
久野建夫（文化教育学部准教授）
松下一世（文化教育学部講師）
須藤廣美（文化教育学部附属養護学校副校長）
庄籠道子（文化教育学部附属幼稚園副園長）
杉浦建二（附属小学校副校長）
眞田英進（文化教育学部附属幼稚園園長）
森田尚匡(教育庁教育政策課)
陶山優(教育庁教育政策課)

佐賀県佐賀市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 200人
平成21年4月8日～
平成21年4月30日

平21-
10075-
00410号

0952-28-8170
http://www.saga-
u.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

佐賀大学 教育の最新情報

教育の現代的な課題や子どもの発達状況を巡る最新情報
とともに、特別支援教育に関する具体的な実施に基づく知
見や個々の子どもへのカウンセリングマインドをもった対
応、学級・学校経営や校内外の安全対策など最新の知見を
提供する。

大元誠（文化教育学部教授）
山田潤次（文化教育学部教授）
池田行伸（文化教育学部教授）
撫尾知信（文化教育学部教授）
世波敏嗣（文化教育学部教授）
栗山裕至（文化教育学部准教授）
久野建夫（文化教育学部准教授）
松下一世（文化教育学部講師）
須藤廣美（文化教育学部附属養護学校副校長）
庄籠道子（文化教育学部附属幼稚園副園長）
杉浦建二（附属小学校副校長）
眞田英進（文化教育学部附属幼稚園園長）
森田尚匡(教育庁教育政策課)
陶山優(教育庁教育政策課)

佐賀県唐津市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 200人
平成21年4月8日～
平成21年4月30日

平21-
10075-
00411号

0952-28-8170
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀大学 教育の最新情報

教育の現代的な課題や子どもの発達状況を巡る最新情報
とともに、特別支援教育に関する具体的な実施に基づく知
見や個々の子どもへのカウンセリングマインドをもった対
応、学級・学校経営や校内外の安全対策など最新の知見を
提供する。

大元誠（文化教育学部教授）
山田潤次（文化教育学部教授）
池田行伸（文化教育学部教授）
撫尾知信（文化教育学部教授）
世波敏嗣（文化教育学部教授）
栗山裕至（文化教育学部准教授）
久野建夫（文化教育学部准教授）
松下一世（文化教育学部講師）
須藤廣美（文化教育学部附属養護学校副校長）
庄籠道子（文化教育学部附属幼稚園副園長）
杉浦建二（附属小学校副校長）
眞田英進（文化教育学部附属幼稚園園長）
森田尚匡(教育庁教育政策課)
陶山優(教育庁教育政策課)

佐賀県佐賀市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 200人
平成21年4月8日～
平成21年4月30日

平21-
10075-
00412号

0952-28-8170
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀大学 教育の最新情報

教育の現代的な課題や子どもの発達状況を巡る最新情報
とともに、特別支援教育に関する具体的な実施に基づく知
見や個々の子どもへのカウンセリングマインドをもった対
応、学級・学校経営や校内外の安全対策など最新の知見を
提供する。

大元誠（文化教育学部教授）
山田潤次（文化教育学部教授）
池田行伸（文化教育学部教授）
撫尾知信（文化教育学部教授）
世波敏嗣（文化教育学部教授）
栗山裕至（文化教育学部准教授）
久野建夫（文化教育学部准教授）
松下一世（文化教育学部講師）
須藤廣美（文化教育学部附属養護学校副校長）
庄籠道子（文化教育学部附属幼稚園副園長）
杉浦建二（附属小学校副校長）
眞田英進（文化教育学部附属幼稚園園長）
森田尚匡(教育庁教育政策課)
陶山優(教育庁教育政策課)

佐賀県武雄市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 200人
平成21年4月8日～
平成21年4月30日

平21-
10075-
00413号

0952-28-8170
http://www.saga-
u.ac.jp/

宮崎大学 教育の最新事情

学校をめぐる状況の変化および専門職としての教員の役割
をふまえて教職について省察し，子どもの変化をふまえた新
たな発達課題への対応および適切な指導のあり方，学習指
導要領改訂をはじめとする教育政策の動向，ならびに学校
をめぐる各種課題に対応するための学校内外の連携協力
および危機管理上の課題について理解する。

河原国男（教育文化学部教授）
助川晃洋（教育文化学部准教授）
橋迫和幸（教育文化学部教授）
瀬戸知也（教育文化学部准教授）
立元真（教育文化学部准教授）
佐藤正二（教育文化学部教授）
石川信一（教育文化学部講師）
佐藤容子（教育文化学部教授）
尾形明子（教育文化学部講師）
安東末廣（教育文化学部教授）
戸ヶ崎泰子（教育文化学部准教授）
木村素子（教育文化学部講師）
新地辰朗（教育学研究科教授）
竹内元（教育学研究科准教授）
橋口泰宣（教育学研究科教授）
小林博典（教育学研究科准教授）

宮崎県延岡市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 300人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
10079-
00378号

0985-58-7975
http://www.of.miyaza
ki-u.ac.jp/menkyo/
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

宮崎大学 教育の最新事情

学校をめぐる状況の変化および専門職としての教員の役割
をふまえて教職について省察し，子どもの変化をふまえた新
たな発達課題への対応および適切な指導のあり方，学習指
導要領改訂をはじめとする教育政策の動向，ならびに学校
をめぐる各種課題に対応するための学校内外の連携協力
および危機管理上の課題について理解する。

河原国男（教育文化学部教授）
助川晃洋（教育文化学部准教授）
橋迫和幸（教育文化学部教授）
瀬戸知也（教育文化学部准教授）
立元真（教育文化学部准教授）
佐藤正二（教育文化学部教授）
石川信一（教育文化学部講師）
佐藤容子（教育文化学部教授）
尾形明子（教育文化学部講師）
安東末廣（教育文化学部教授）
戸ヶ崎泰子（教育文化学部准教授）
木村素子（教育文化学部講師）
新地辰朗（教育学研究科教授）
竹内元（教育学研究科准教授）
橋口泰宣（教育学研究科教授）
小林博典（教育学研究科准教授）

宮崎県宮崎市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 400人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
10079-
00379号

0985-58-7975
http://www.of.miyaza
ki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 教育の最新事情

学校をめぐる状況の変化および専門職としての教員の役割
をふまえて教職について省察し，子どもの変化をふまえた新
たな発達課題への対応および適切な指導のあり方，学習指
導要領改訂をはじめとする教育政策の動向，ならびに学校
をめぐる各種課題に対応するための学校内外の連携協力
および危機管理上の課題について理解する。

河原国男（教育文化学部教授）
助川晃洋（教育文化学部准教授）
橋迫和幸（教育文化学部教授）
瀬戸知也（教育文化学部准教授）
立元真（教育文化学部准教授）
佐藤正二（教育文化学部教授）
石川信一（教育文化学部講師）
佐藤容子（教育文化学部教授）
尾形明子（教育文化学部講師）
安東末廣（教育文化学部教授）
戸ヶ崎泰子（教育文化学部准教授）
木村素子（教育文化学部講師）
新地辰朗（教育学研究科教授）
竹内元（教育学研究科准教授）
橋口泰宣（教育学研究科教授）
小林博典（教育学研究科准教授）

宮崎県宮崎市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 400人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
10079-
00380号

0985-58-7975
http://www.of.miyaza
ki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学 教育の最新事情

学校をめぐる状況の変化および専門職としての教員の役割
をふまえて教職について省察し，子どもの変化をふまえた新
たな発達課題への対応および適切な指導のあり方，学習指
導要領改訂をはじめとする教育政策の動向，ならびに学校
をめぐる各種課題に対応するための学校内外の連携協力
および危機管理上の課題について理解する。

河原国男（教育文化学部教授）
助川晃洋（教育文化学部准教授）
橋迫和幸（教育文化学部教授）
瀬戸知也（教育文化学部准教授）
立元真（教育文化学部准教授）
佐藤正二（教育文化学部教授）
石川信一（教育文化学部講師）
佐藤容子（教育文化学部教授）
尾形明子（教育文化学部講師）
安東末廣（教育文化学部教授）
戸ヶ崎泰子（教育文化学部准教授）
木村素子（教育文化学部講師）
新地辰朗（教育学研究科教授）
竹内元（教育学研究科准教授）
橋口泰宣（教育学研究科教授）
小林博典（教育学研究科准教授）

宮崎県宮崎市 12時間
平成21年9月19日～
平成21年9月20日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
10079-
00381号

0985-58-7975
http://www.of.miyaza
ki-u.ac.jp/menkyo/

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年5月23日

平21-
10080-
00454号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年7月4日～
平成21年7月5日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年6月13日

平21-
10080-
00455号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年7月11日～
平成21年7月12日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年6月20日

平21-
10080-
00456号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

内沢達（教育学部教授）
前田晶子（教育学部准教授）
松田君彦（教育学部教授）
大坪治彦（教育学部教授）
假屋園昭彦（教育学部教授）
有倉巳幸（教育学部准教授）

今林俊一（教育学部教授）
吉國　秀人（教育学部非常勤講師）
河原尚武（教育学部教授）
小柳正司（教育学部教授）
田口康明（鹿児島県立短期大学教授）
小林平造（教育学部教授）
金子満（教育学部講師）
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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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県奄美
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5月7日～
平年21年7月16日

平21-
10080-
00457号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年7月27日

平21-
10080-
00458号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年8月15日

平21-
10080-
00459号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年10月24日～
平成21年10月25日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年10月3日

平21-
10080-
00460号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年11月7日～
平成21年11月8日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年10月17日

平21-
10080-
00461号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年11月21日～
平成21年11月22日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年10月31日

平21-
10080-
00462号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿児島大学 教育の最新事情

教職に関しては，専門職である教師の役割について論じる。
子どもの変化としては，子どもの発達上の問題，特別支援
教育，学級作り，生徒指導のあり方について述べる。教育政
策については，学習指導要領改訂やその他の教育改革の
動向について述べる。学校内外の連携については，学校の
組織的対応のあり方，校内の安全確保について述べる。

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

12,000円 200人
平成21年5月7日～
平年21年11月28日

平21-
10080-
00463号

099-285-7308

https://gakumuweb01.
kuas.kagoshima-
u.ac.jp/kmenkyo/Menk
yoIndex.aspx

鹿屋体育大学 教育の最新事情

次の内容について講義する。
（１）「学校」再考と教職への省察：教育に関する各種データ
を基に教育社会学的に「学校」を再考し、子ども観、教育観
等について省察
（２）子どもの変化と現代社会：近年の我が国における子ども
の変化について、運動能力、発達障害、生活環境の３点か
ら解説
（３）教育政策の動向と法改正：近年の教育改革、教育法規
の改正内容等について解説
（４）学校づくりと家庭等との連携：教師のマネジメント・マイ
ンド、家庭や地域社会との連携、学校の安全確保、日常的
なコミュニケーション等について解説

志村　正子（体育学部教授）
平沢　信康（体育学部教授）
森　司朗（体育学部教授）
森　克己（体育学部准教授）
濱田　幸二（体育学部准教授）
瀬田　豊文（体育学部講師）
中本　浩揮（体育学部講師）

鹿児島県鹿屋
市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 150人
平成21年4月1日～
平成21年7月23日

平21-
10081-
00452号

0994-46-4866
http://www.nifs-
k.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

鹿屋体育大学 教育の最新事情

次の内容について講義する。
（１）「学校」再考と教職への省察：教育に関する各種データ
を基に教育社会学的に「学校」を再考し、子ども観、教育観
等について省察
（２）子どもの変化と現代社会：近年の我が国における子ども
の変化について、運動能力、発達障害、生活環境の３点か
ら解説
（３）教育政策の動向と法改正：近年の教育改革、教育法規
の改正内容等について解説
（４）学校づくりと家庭等との連携：教師のマネジメント・マイ
ンド、家庭や地域社会との連携、学校の安全確保、日常的
なコミュニケーション等について解説

志村　正子（体育学部教授）
平沢　信康（体育学部教授）
森　司朗（体育学部教授）
森　克己（体育学部准教授）
濱田　幸二（体育学部准教授）
瀬田　豊文（体育学部講師）
中本　浩揮（体育学部講師）

鹿児島県鹿屋
市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 150人
平成21年4月1日～
平成21年8月5日

平21-
10081-
00453号

0994-46-4866
http://www.nifs-
k.ac.jp/

琉球大学 教育の最新事情

この講習は、４名の講師が４つの観点から３時間ずつ講習
を行い、各講師毎に試験を行う。教育の最新事情に基づき、
教育の今日的課題や学校内外における対応及び指導のあ
り方を理解することを目的とする。
小林講師は、【教職についての省察】（筆記試験）、平田講
師は、【子どもの変化についての理解】（筆記試験）、藤原講
師は、【教育政策の動向についての理解】（筆記試験）、望
月講師は、【学校の内外における連携協力についての理
解】（筆記試験）、について講義（一部演習）を行う。試験は、
各講師の担当時間の最後に行う。

小林　稔(教育学部准教授)
平田　幹夫(教育学部教授)
藤原　幸男(教育学部教授)
望月　道浩(教育学部講師)

沖縄県石垣市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

16,000円 100人

平成21年4月16日～
平成21年5月16日
(申し込み状況によって
は追加で第二次募集を
行う）

平21-
10082-
00331号

098-895-8849
http://www.u-
ryukyu.ac.jp/

琉球大学 教育の最新事情

「教職についての省察」では、教職をとりまく近年の状況や
求められる教員像について概説する。「子どもの変化につい
ての理解」については、子ども理解に基づく効果的な学習指
導に関して概説する。「教育政策の動向についての理解」で
は、学習指導要領の改訂内容や、近年の教育改革の動向
を概説する。「学校の内外における連携協力についての理
解」では、学校教育の様々な問題に対する組織的対応の必
要性、及び学校における危機管理上の課題について概説す
る。

吉田　安規良（教育学部准教授）
廣瀬　等（教育学部教授）
佐久間　正夫（教育学部教授）
望月　道浩(教育学部講師）

沖縄県宜野湾
市

12時間
平成21年8月12日～
平成21年8月13日

16,000円 240人

平成21年4月16日～
平成21年5月16日
(申し込み状況によって
は追加で第二次募集を
行う）

平21-
10082-
00332号

098-895-8849
http://www.u-
ryukyu.ac.jp/

琉球大学 教育の最新事情

この講習は4名の講師が4つの観点から3時間ずつ講習を行
う。教育の最新情報をもとに、今日求められている教育の課
題と、学校における対応及び指導のあり方を理解することを
目的とする。上地完治は【学校と教師をめぐる問題】、道田
泰司は【子どもの発達と居場所づくり】、田中洋は【近年の教
育政策・教育改革の動向】、井上講四は【学校と地域社会の
連携・協力】についてそれぞれ講述する。試験は各講師の
担当時間の最後にそれぞれ行う。小学校、中学校、特別支
援学校の教諭、養護教諭を主な受講対象とする。

上地　完治(教育学部准教授)
道田　泰司(教育学部教授)
田中　洋(教育学部准教授)
井上　講四(教育学部教授)

沖縄県中頭郡
西原町

12時間
平成21年8月13日～
平成21年8月14日

16,000円 240人

平成21年4月16日～
平成21年5月16日
(申し込み状況によって
は追加で第二次募集を
行う）

平21-
10082-
00333号

098-895-8849
http://www.u-
ryukyu.ac.jp/

琉球大学 教育の最新事情

　教職の省察として①教師とは，教師の服務規程②学校の
現状と不祥事の実態，子どもの変化として①発達に関する
最新の知見とキャリア教育の背景②キャリア教育の理論と
キャリア教育の実践，教育政策の動向として①教師養成制
度・教育課程の改革②新学習指導要領と授業づくり，学校
の内外の連携協力として①学校の安全の諸問題と組織的
対応②教育における学校・保護者・地域社会の連携協力等
を中心とする講義を行う。中学校、高等学校、特別支援学校
の教諭、養護教諭を主な受講対象とする。

上門　清春(教育学部非常勤講師)
島袋　恒男(教育学部教授)
加納　英明(教育学部非常勤講師)
井上　講四(教育学部教授)

沖縄県中頭郡
西原町

12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

16,000円 240人

平成21年4月16日～
平成21年5月16日
(申し込み状況によって
は追加で第二次募集を
行う）

平21-
10082-
00334号

098-895-8849
http://www.u-
ryukyu.ac.jp/

星槎大学 教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、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。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野　一哉(共生科学部非常勤講師　2009年准
教授着任予定)
蝦名　公子(共生科学部准教授)
西永　堅(共生科学部専任講師）
小林　晃一(共生科学部非常勤講師）
髙津　茂（共生科学部准教授）
荒井　英治郎（国立教育政策研究所研究補助
者　専修大学非常勤講師）

沖縄県沖縄市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00478号

045-972-3296
http://www.seisa.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 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第２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

早稲田大学 教育の最新事情

教育現場における諸問題とその背景に関して、学術的な研
究成果を裏づけとした広い視野から考察する。また、学習指
導要領など最新の法改正に伴う学校運営や学習指導など
の解説と改善方法について同様の視点から論述する。これ
らは、本学教育・総合科学学術院の教員によって、インター
ネットを利用したオンデマンドビデオコンテンツを通じての講
習を行う。また、希望者には、１２時間の講習とは別に、特に
理解を深めたい事項に関するスクーリングを選択受講でき
る機会を提供する予定。

油布　佐和子　（大学院教職研究科教授）
藤井　千春　（教育・総合科学学術院教授）
坂爪　一幸　（教育・総合科学学術院教授）
高橋あつ子　（大学院教職研究科教授）
河村　茂雄　（教育・総合科学学術院教授）
安彦　忠彦　（教育・総合科学学術院客員教授）
小林　宏己　（教育・総合科学学術院教授）
白石　裕　　（教育・総合科学学術院教授）
菊地　栄治　（教育・総合科学学術院准教授）
吉田　文　（教育・総合科学学術院教授）
本田　恵子　（教育・総合科学学術院教授）
大越　篤　　（大学院教職研究科客員教授）
三尾　忠男　（教育・総合科学学術院教授）
武沢　護　（高等学院教諭、大学院教職研究科
客員准教授）
石堂　常世　（教育・総合科学学術院教授）
山口　幸一郎　　（大学院教職研究科客員教授）

インターネット 12時間
平成21年6月15日　～
平成21年8月20日

15,000円 1,500人

1次募集：平成21年3月
30日～平成21年4月8日
2次募集：平成21年5月8
日～平成21年5月18日

平21-
30247-
00483号

03-5286-3838
http://www.waseda.jp
/edu/index.html

早稲田大学 教育の最新事情

教育現場における諸問題とその背景に関して、学術的な研
究成果を裏づけとした広い視野から考察する。また、学習指
導要領など最新の法改正に伴う学校運営や学習指導など
の解説と改善方法について同様の視点から論述する。これ
らは、本学教育・総合科学学術院の教員によって、インター
ネットを利用したオンデマンドビデオコンテンツを通じての講
習を行う。また、希望者には、１２時間の講習とは別に、特に
理解を深めたい事項に関するスクーリングを選択受講でき
る機会を提供する予定。

油布　佐和子　（大学院教職研究科教授）
藤井　千春　（教育・総合科学学術院教授）
坂爪　一幸　（教育・総合科学学術院教授）
高橋あつ子　（大学院教職研究科教授）
河村　茂雄　（教育・総合科学学術院教授）
安彦　忠彦　（教育・総合科学学術院客員教授）
小林　宏己　（教育・総合科学学術院教授）
白石　裕　　（教育・総合科学学術院教授）
菊地　栄治　（教育・総合科学学術院准教授）
吉田　文　（教育・総合科学学術院教授）
本田　恵子　（教育・総合科学学術院教授）
大越　篤　　（大学院教職研究科客員教授）
三尾　忠男　（教育・総合科学学術院教授）
武沢　護　（高等学院教諭、大学院教職研究科
客員准教授）
石堂　常世　（教育・総合科学学術院教授）
山口　幸一郎　　（大学院教職研究科客員教授）

インターネット 12時間
平成21年10月20日　～
平成21年12月28日

15,000円 600人

1次募集：平成21年3月
30日～平成21年4月8日
2次募集：平成21年5月8
日～平成21年5月18日

平21-
30247-
00484号

03-5286-3838
http://www.waseda.jp
/edu/index.html
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