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財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

 　 「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向理解」「学校の内外の連携についての理
解」の４つの事項について、教員に求められる最新の知識
の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを
目指す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた
内容としている。

平野　良明（札幌国際大学人文学部教授）
佐藤　信雄（北海道文教大学短期大学部教授）
小田　進一（北海道文教大学短期大学部准教
授）
東　　　重満（学校法人美晴幼稚園園長、光塩
学園女子短期大学非常勤講師、札幌国際大学
短期大学部非常勤講師、藤女子大学非常勤講
師、財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究
機構研究研修委員長）

北海道札幌市 12時間
平成22年1月13日～
平成22年1月14日

12,000円 100人
平成21年11月10日～
平成21年11月20日

平21-
81345-
00886号

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

千葉大学
教育の最新事情（スクールカウン
セリング特論）

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・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（ネットいじめの理解と対応等）
・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（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題

本講習は、本学教育学部の委託研究生のうち平成23年3月
31日が更新期限となる者のみを対象とする。

保坂　亨(千葉大学教育学部教授)
笠井　孝久(千葉大学教育学部准教授)

千葉県千葉市 12時間

平成21年10月16日,30
日,11月13日,27日
（いずれも土曜日12:50
～16:00）

1,000円 10人

本講習は、本学教育学
部の委託研究生のうち
平成23年3月31日が更
新期限となる者のみを
対象とする。

平21-
10021-
00891号

043-290-2529
http://www.chiba-
u.jp

城西国際大学 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」「学校内外での連携協力」
における各分野の専門教員が最新の知識・技能の習得と今
日的教育課題に関する理解を目的とし講義をおこなう。特に
昨年は小中学校そして本年は高等学校の「学習指導要領」
が全面改訂になったことからこの点への理解を深め教育指
導や学校運営に結び付けていく観点を重視していく。

井上　敏博（経営情報学部教授）
阿部　信太郎（経営情報学部准教授）
樟本　千里（福祉総合学部助教）
小林 彬高（経営情報学部非常勤講師）

千葉県東金市 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7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30113-
00889号

0475-55-8842 http://jiu.ac.jp

麗澤大学 教育の最新事情

この講習は、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
を目的とします。
「教職についての省察」「子供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」のそれぞれについて、最近の教育学、カ
ウンセリング論、マネジメント論などの観点から受講者と共
に考え、今日的課題を踏まえて学校内外における指導と協
働のあり方を再検討します。

北川　治男（経済学部特任教授）
水野修次郎（外国語学部教授）
齋藤之誉（経済学部准教授）
浦田広朗（名城大学　大学・学校づくり研究科教
授、麗澤大学　客員教授）

千葉県柏市
光ヶ丘

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7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
00895号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の最新事
情（冬期東日本）

私立学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校）教員
向けに、「教職についての省察」「子どもの変化についての
理解」,「教育政策の動向についての理解」,「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、私
学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。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会元副会長）
田沼　光明（横浜学園中学高等学校　理事長・
校長、早稲田大学教育学部非常勤講師）
高橋　邦夫（千葉学芸高等学校校長、城西国際
大学非常勤講師）
波多野和彦（江戸川大学メディアコミュニケー
ション学部情報文化学科准教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

15,000円 150人
平成21年7月16日～
平成21年11月10日

平21-
81355-
00893号

03-3222-1621
http://www.shigaku.o
r.jp/

聖学院大学 教育の最新事情

本講習では、免許状更新講習での必修領域である「教育の
最新事情」における、「教職についての省察」、「子どもの変
化についての理解」、「教育政策の動向についての理解」、
「学校の内外における連携協力についての理解」の４つの事
項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得と
今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。

小倉　義明（学校法人 聖学院 院長）
小川　洋　（人間福祉学部教授）
金谷　京子（人間福祉学部教授）
寺﨑　恵子（人間福祉学部助教）

東京都北区 12時間
平成21年10月3日、
10月10日、10月24日、
11月7日

12,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
00890号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

平成２１年度（第６回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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平成２１年度（第６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

上智大学 教育の最新事情

各講習項目の基礎的・基本的内容に加えて、格差社会と教
育的平等の保障、特別支援教育の発達心理学的基礎、習
得・活用・探究の学力論と授業づくりの実際、総合的な学習
の全体計画の作成、外国人児童・生徒への対応と多文化共
生の学校づくりなど、教師と学校が直面している今日的な課
題を数多く取り上げ、最新の知見に基づき理論的、実践的
に検討することで、明日からの教育実践の確かな拠り所とな
る資質・能力の育成を目指す。

武内　清（総合人間科学部教授）
荻野　美佐子（総合人間科学部教授）
奈須　正裕（総合人間科学部教授）
杉村　美紀（総合人間科学部准教授）

東京都千代田
区

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7月16日～
平成21年9月4日

平21-
30157-
00888号

03-3238-3520
http://www.sophia.ac
.jp/

女子美術大学 学校教育の今日的課題

現代社会において学校を取り巻くさまざまな問題や課題に
ついて論じる。具体的には子どもの社会的不適応行動や精
神的不健康の問題、ADHD、アスペルガー障害などの発達
障害、学習指導要領と学力問題、道徳教育、教育困難校の
問題などである。

前田　基成（教授）
船盛　修（教授）
佐藤　善一（教授）
山田　朋子（准教授）

神奈川県相模
原市

12時間
平成21年8月17日、18
日

12,000円 150人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
30261-
00887号

042-778-6693
http://www.joshibi.a
c.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の最新事
情（冬期西日本）

私立学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校）教員
向けに、「教職についての省察」「子どもの変化についての
理解」,「教育政策の動向についての理解」,「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、私
学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。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会元副会長）
田沼　光明（横浜学園中学高等学校　理事長・
校長、早稲田大学教育学部非常勤講師）
高橋　邦夫（千葉学芸高等学校校長、城西国際
大学非常勤講師）
波多野和彦（江戸川大学メディアコミュニケー
ション学部情報文化学科准教授）

大阪府大阪市 12時間
平成22年1月5日～
平成22年1月6日

15,000円 150人
平成21年7月16日～
平成21年11月10日

平21-
81355-
00894号

03-3222-1621
http://www.shigaku.o
r.jp/

甲南女子大学 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」の４つの事項に関して、これまでの研究の
成果を踏まえ講義する。講義は、内容に応じて、ワークショッ
プやグループディスカッションなども取り入れて行う。

原田　亮 (人間科学部教授)
村上　博光 (人間科学部教授)
西尾　新 (人間科学部准教授)
石渡　正志 (人間科学部准教授)
伊藤　実歩子 (人間科学部准教授)

兵庫県神戸市 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7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30461-
00885号

078-413-3244
http://www.konan-
wu.ac.jp

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の最新事
情（中国・四国２）

私立学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校）教員
向けに、「教職についての省察」「子どもの変化についての
理解」,「教育政策の動向についての理解」,「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、私
学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。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会元副会長）
波多野和彦（江戸川大学メディアコミュニケー
ション学部情報文化学科准教授）

広島県広島市 12時間
平成21年11月7日～
平成21年11月8日

15,000円 200人
平成21年7月16日～
平成21年10月20日

平21-
81355-
00892号

03-3222-1621
http://www.shigaku.o
r.jp/

九州女子大学 教育の最新事情

幼稚園教諭を主な対象とし、「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「幼稚園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の理解を目指す。

黒田　秀樹（きらきら星幼稚園 園長）・木山　徹
哉（九州女子短期大学 初等教育科教授）・白澤
早苗（人間科学部准教授）・堀江　幸治（九州女
子短期大学 養護教育科准教授）・石黒　栄亀
（九州女子短期大学 養護教育科講師）・那須
信樹（中村学園大学短期大学部 准教授）・太田
光洋（人間科学部教授）・宮本　和典（人間科学
部准教授）

福岡県北九州
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 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
00882号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 教育の最新事情

小学校教諭を主な対象とし、「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
今日的な教育課題の理解を目指す。

大江　康夫（若宮西小学校 校長）・木山　徹哉
（九州女子短期大学 初等教育科教授）・白澤
早苗（人間科学部准教授）・堀江　幸治（九州女
子短期大学 養護教育科准教授）・石黒　栄亀
（九州女子短期大学 養護教育科講師）・園田
賴曉（九州女子短期大学 初等教育科教授）・川
野　司（九州女子短期大学 養護教育科教授）・
宮本　和典（人間科学部准教授）

福岡県北九州
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 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
00883号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/
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平成２１年度（第６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

九州女子大学 教育の最新事情

中学校教諭、高等学校教諭、養護教諭を主な対象とし、「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の理解を目
指す。

山田　英俊（行橋市教育委員会 教育部学務課
指導室長）・田﨑　徳友（人間科学部教授）・大
迫　秀樹（人間科学部准教授）・堀江　幸治（九
州女子短期大学 養護教育科准教授）・石黒　栄
亀（九州女子短期大学 養護教育科講師）・福石
賢一（人間科学部准教授）・長濱　博文（人間科
学部講師）・川野　司（九州女子短期大学 養護
教育科教授）・園田　賴曉（九州女子短期大学
初等教育科教授）・宮本　和典（人間科学部准
教授）

福岡県北九州
市

12時間
平成21年 8月27日～
平成21年 8月28日

12,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
00884号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

近畿大学豊岡短
期大学

今、学校づくりに求められる教育
の最新事情

（財）私立大学通信教育協会の作成教材「教育事情」を教科
書として、通信授業の形態で実施する。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、学校内外における連携協力についての理解等に
関して、教育の最新事情必修１２時間の含めるべき項目・細
目等を内容とする。

藤井太郎（特任講師）
森田良典（特任講師）
坪内久貴（特任講師）
上長然（講師）
辻村哲夫（近大姫路大学教育学部教授）
戸江茂博（近大姫路大学教育学部教授）
井上真由美（近大姫路大学教育学部講師）
大西雅子（近大姫路大学教育学部助教）
長瀬善雄（近大姫路大学教育学部講師）
鈴木正幸（近大姫路大学教育学部特任教授）

通信教育 12時間
平成21年8月10日～
平成21年11月30日

12,000円 300人
平成21年7月16日～
平成21年8月5日
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