
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道札幌市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00237号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道室蘭市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00238号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道札幌市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00239号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道小樽市 12時間
平成21年9月26日～
平成21年9月27日

12,000円 200人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00240号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道札幌市 12時間
平成21年12月25日・
平成21年12月28日

12,000円 400人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
00241号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

平成２１年度（第１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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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講義内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

福井　雅英（大学院教育学研究科教授）
桑原　清（教育学部札幌校准教授）
田中　昌弥（教育学部札幌校准教授）
平野　直己（教育学部岩見沢校准教授）
植木　克美（大学院教育学研究科教授）
戸田　まり（教育学部札幌校准教授）
粟野　正紀（教育学部札幌校准教授）
前田　賢次（教育学部岩見沢校准教授）
増渕　哲子（教育学部札幌校准教授）
城後　豊（教育学部札幌校教授）
古村　えり子（教育学部岩見沢校教授）
金山　正彦（教育学部札幌校教授）
森　省三（大学院教育学研究科教授）
鈴木　富士雄（大学院教育学研究科教授）

北海道札幌市 12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 400人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
00242号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

内島　貞雄（教育学部旭川校教授）
懸田　孝一（教育学部旭川校准教授）
高橋　亜希子（教育学部旭川校准教授）
笠井正彰（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道旭川市 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2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00243号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

古野　博明（教育学部旭川校教授）
須田　康之（教育学部旭川校教授）
江上　園子（教育学部旭川校講師）
野崎　鏡市（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道旭川市 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2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00244号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

内島　貞雄（教育学部旭川校教授）
懸田　孝一（教育学部旭川校准教授）
高橋　亜希子（教育学部旭川校准教授）
高井　徳廣（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道稚内市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 95人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00245号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設定
する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現在
の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題について多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

古野　博明（教育学部旭川校教授）
須田　康之（教育学部旭川校教授）
江上　園子（教育学部旭川校講師）
鈴木　憲治（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道北見市 12時間
平成21年8月9日～
平成21年8月10日

12,000円 300人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00246号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道釧路市 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6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00247号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道釧路市 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6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00248号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道釧路市 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 50人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
00249号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道根室市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00250号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道帯広市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 120人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00251号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道帯広市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 120人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00252号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道帯広市 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 60人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
00253号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道中標津町 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00254号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「教職についての省察並
びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連
携協力についての理解に関する事項」について最新の事項を踏
まえた講義を行う。
　その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその
必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地
域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多
様な教育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教
育に必要な事項を盛り込んだものとしたい。

廣田　　健（教育学部釧路校准教授）
玉井　康之（教育学部釧路校教授）
長澤　　徹（教育学部釧路校教授）
佐野　比呂己（教育学部釧路校准教授）

北海道中標津町 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
00255号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

　必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設
定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現
在の教職に求められるより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多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

大坂　　治（教育学部函館校教授）
羽根田　秀実（教育学部函館校准教授）
五十嵐　靖夫（教育学部函館校准教授）
今在　慶一朗（教育学部函館校准教授）
三浦　　努（教育学部函館校准教授）
坂本　紀子（教育学部函館校准教授）
上谷　宣正（教育学部函館校准教授）
藤友　雄暉（教育学部函館校教授）

北海道函館市 12時間
平成21年6月6日～
平成21年6月7日

12,000円 220人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
00256号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

　必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を設
定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受講者が現
在の教職に求められるより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多角的に理解を深めていくことをねらいとす
る。

大坂　　治（教育学部函館校教授）
羽根田　秀実（教育学部函館校准教授）
五十嵐　靖夫（教育学部函館校准教授）
今在　慶一朗（教育学部函館校准教授）
三浦　　努（教育学部函館校准教授）
坂本　紀子（教育学部函館校准教授）
上谷　宣正（教育学部函館校准教授）
藤友　雄暉（教育学部函館校教授）

北海道函館市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 220人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00257号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
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）

北海道芦別市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00062号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

北海道札幌市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00073号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

北海道芦別市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00077号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/
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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

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）

北海道札幌市 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00093号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

北海学園大学 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
を目指します。そのため、各事項を担当する教員が専門（理論）な
立場から講習を行います。また、この講習では小・中・高等学校の
現職教諭（臨時・非常勤講師を含む）を受講対象者とします。

松田　光一（法学部教授）
坂本　弘幸（経営学部講師）
小島　康次（経営学部教授）
浅村　亮彦（経営学部教授）
山中　　 亮（経営学部准教授）
前田　輪音（法学部教授）
荻原　克男（上越教育大学教授）
堂徳　将人（北海商科大学准教授）
黒田　　 稔（法学部講師）

北海道札幌市 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 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
00236号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
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）

宮城県仙台市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00065号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

宮城県仙台市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00087号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

東北福祉大学 教育の最新事情を読み解く

教育の最新事情を総合的に考察する。教職については、学校や
子どもを巡る状況の変化をとらえ、専門職たる教員の役割、特別
支援教育や学級づくりの課題等について考察する。教育政策に
ついては、学習指導要領の改訂等を含めた教育諸改革の動向に
ついての理解を深め、現状における課題および学校における危
機管理を含めたいくつかの課題に対する学校内外の連携協力と
いった組織的対応について考察する。なお、受講生は全校種とす
る。

石原　直（子ども科学部准教授）
伊藤　嘉則（総合福祉学部非常勤講師）
宇田川　一夫（総合福祉学部教授）
大関　信隆（総合福祉学部講師）
岡田　清一（子ども科学部教授）
上條　晴夫（子ども科学部准教授）
木村　進（子ども科学部教授）
小石川　秀一（子ども科学部教授）
佐藤　善昭（子ども科学部准教授）
白井　秀明（子ども科学部准教授）
内藤　裕子（総合福祉学部講師）
庭野　賀津子（総合福祉学部准教授）
黄　淵煕（総合福祉学部講師）
皆川　州正（総合福祉学部教授）
横田　信義（総合福祉学部教授）
吉井　宏（総合福祉学部教授）
渡部　純夫（総合福祉学部准教授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 150人
平成21年3月16日～
平成21年5月8日

平21-
30042-
00213号

022-301-1196 http://www.tfu.ac.jp

東北福祉大学 教育の最新事情を読み解く

教育の最新事情を総合的に考察する。教職については、学校や
子どもを巡る状況の変化をとらえ、専門職たる教員の役割、特別
支援教育や学級づくりの課題等について考察する。教育政策に
ついては、学習指導要領の改訂等を含めた教育諸改革の動向に
ついての理解を深め、現状における課題および学校における危
機管理を含めたいくつかの課題に対する学校内外の連携協力と
いった組織的対応について考察する。なお、受講生は全校種とす
る。

石原　直（子ども科学部准教授）
伊藤　嘉則（総合福祉学部非常勤講師）
宇田川　一夫（総合福祉学部教授）
大関　信隆（総合福祉学部講師）
岡田　清一（子ども科学部教授）
上條　晴夫（子ども科学部准教授）
木村　進（子ども科学部教授）
小石川　秀一（子ども科学部教授）
佐藤　善昭（子ども科学部准教授）
白井　秀明（子ども科学部准教授）
内藤　裕子（総合福祉学部講師）
庭野　賀津子（総合福祉学部准教授）
黄　淵煕（総合福祉学部講師）
皆川　州正（総合福祉学部教授）
横田　信義（総合福祉学部教授）
吉井　宏（総合福祉学部教授）
渡部　純夫（総合福祉学部准教授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

12,000円 150人
平成21年9月1日～
平成21年10月2日

平21-
30042-
00214号

022-301-1196 http://www.tfu.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）

福島県郡山市 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00094号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

4 / 38 ページ

http://www.tfu.ac.jp/�
http://www.tfu.ac.jp/�
http://www.hokkai-s-u.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�


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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

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）

福島県郡山市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00102号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

荻路　貫司（人間発達文化学類教授）
髙谷　理恵子（人間発達文化学類准教授）
中田　スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺　博志（総合教育研究センター准教授）

福島県福島市 12時間 平成21年7月18日～19日 12,000円 250人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00226号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

荻路　貫司（人間発達文化学類教授）
原野　明子（人間発達文化学類准教授）
谷　雅泰（人間発達文化学類准教授）
白石　昌子（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 12時間 平成21年8月18日～19日 12,000円 250人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00227号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

宮前　貢（総合教育研究センター特任教授）
木暮　照正（地域創造支援センター准教授）
森田　道雄（人間発達文化学類教授）
大森　俊輔（総合教育研究センター客員准教授）

福島県福島市 12時間 平成21年9月19日～20日 12,000円 250人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00228号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

渡辺　博志（総合教育研究センター准教授）
中間　玲子（人間発達文化学類准教授）
森田　道雄（人間発達文化学類教授）
髙橋　康彦（総合教育研究センター特任教授）

福島県福島市 12時間 平成21年10月3日～4日 12,000円 250人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00229号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

荻路　貫司（人間発達文化学類教授）
生島　浩（人間発達文化学類教授）
谷　雅泰（人間発達文化学類准教授）
髙橋　康彦（総合教育研究センター特任教授）

福島県会津若松
市

12時間 平成21年8月10日～11日 12,000円 200人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00230号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

大宮　勇雄（人間発達文化学類教授）
飛田　操（人間発達文化学類教授）
森田　道雄（人間発達文化学類教授）
境野　健兒（行政政策学類教授）

福島県いわき市 12時間 平成21年6月13日～14日 12,000円 150人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00231号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

松﨑　博文（人間発達文化学類教授）
住吉　チカ（人間発達文化学類准教授）
谷　雅泰（人間発達文化学類准教授）
大森　俊輔（総合教育研究センター客員准教授）

福島県いわき市 12時間 平成21年8月3日～4日 12,000円 150人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00232号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島大学 教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携により作成
（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生かすなど、講
習の質の充実を図る。
内容：「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．学校の内外での連携協力
についての理解

宮前　貢（総合教育研究センター特任教授）
鶴巻　正子（人間発達文化学類准教授）
中田　スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺　博志（総合教育研究センター准教授）

福島県白河市 12時間 平成21年6月27日～28日 12,000円 100人

1次募集　平成21年2月6
日～3月6日
2次募集　平成21年4月1
日～4月24日

平21-
10014-
00233号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/

福島学院大学短期
大学部

福島学院大学教員免許状更新講習
〔必修領域〕

幼稚園教諭の養成校として幼児教育に特化した分かりやすい講
習を開設する。
改正された幼稚園教育要領をベースに、開設認定基準に則って｢
社会の変化と幼児教育の動向｣｢発達障害(LD・ADHDなどを含む)
のある幼児の指導｣｢幼児の生活の変化とカウンセリング｣等最新
の教育事情に基づく9科目12時間の講習とし、認定課程担当教授
2名と、併設の学部でLD・ADHDやカウンセリングを専門とする教
授を中心に担当する。

澤井昭男(保育科第一部教授)
宮前　貢(保育科第二部教授)
星野仁彦(福島学院大学福祉学部教授)
末廣晃二(福島学院大学福祉学部教授)
荒木久光(福島学院大学福祉学部准教授)
玄永牧子(保育科第二部講師)
増子恵美子(福島学院大学附属幼稚園園長)
関章信(めばえ幼稚園理事長・園長)

福島県福島市 13時間
平成21年7月31日～
平成21年8月1　日

12,000円 50人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
35043-
00225号

024-553-3221
http://www.fukushima-
college.com/

茨城女子短期大学 最新の幼児教育事情

幼稚園教員の専門性について理解を深め、幼児一人一人の「子
ども」と「共感」について考えて行く。更に特別支援教育の現状と
課題を探り、発達の課題に即した指導が行えるようにしたい。ま
た、幼稚園教育要領の改訂の動向を知ることにより、これからの
保育を考えて行く。さらに幼稚園教育における健康上の問題点や
危機管理上の課題を考え、家族、地域との連携を図り、子育て支
援の在り方を学び、幼稚園教育の目標を達成するための課題解
決能力を高めることが出来るようにする。

内山　　源（副学長・保育科教授）
神永　直美（保育科・准教授）
一前　春子（保育科・講師）
角田　雅昭（保育科・講師）
海野　富江（保育科・講師）

茨城県那珂市 12時間
平成21年8月8日〜
平成21年8月9日

30,000円 40人
平成21年5月7日〜
平成21年6月5日

平21-
35044-
00010号

029-298-0596
http://www.taisei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

宇都宮大学 宇都宮大学必修講座

　「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供の発達
に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえた課題」、
「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導要領改訂の動
向」「教育政策の動向」「学校の内外における連携協力」について
最新の事情と研究成果をふまえた講義を行い、現職教員が教育
の現代的課題について深く理解し、新たな視野と展望を持てるよ
うになることをめざす。

橘川　眞彦   （教育学部教授）
藤井　佐知子（教育学部教授）
内野　康人之（教育学部教授）
山本　誠一   (教育学部教授）
青柳　宏　　　（教育学部准教授）
上原　秀一　 （教育学部准教授）
池本　喜代正（教育学部教授）
梅永　雄二　 （教育学部教授）
佐久間　宏　 （教育学部教授）
松本　敏　　  （教育学部教授）
丸山　剛史   (教育学部准教授）
岸野　稔      （教育実践総合センター客員教授）

栃木県那須塩原
市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 360人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
00013号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp

宇都宮大学 宇都宮大学必修講座

　「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供の発達
に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえた課題」、
「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導要領改訂の動
向」「教育政策の動向」「学校の内外における連携協力」について
最新の事情と研究成果をふまえた講義を行い、現職教員が教育
の現代的課題について深く理解し、新たな視野と展望を持てるよ
うになることをめざす。

橘川　眞彦   （教育学部教授）
藤井　佐知子（教育学部教授）
内野　康人之（教育学部教授）
山本　誠一　 (教育学部教授）
青柳　宏　　　（教育学部准教授）
上原　秀一　 （教育学部准教授）
池本　喜代正（教育学部教授）
梅永　雄二　 （教育学部教授）
佐久間　宏　 （教育学部教授）
松本　敏　　  （教育学部教授）
丸山　剛史   (教育学部准教授）
岸野　稔      （教育実践総合センター客員教授）

栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月 5日～
平成21年8月 6日 12,000円 360人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
00011号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp

宇都宮大学 宇都宮大学必修講座

　「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供の発達
に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえた課題」、
「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導要領改訂の動
向」「教育政策の動向」「学校の内外における連携協力」について
最新の事情と研究成果をふまえた講義を行い、現職教員が教育
の現代的課題について深く理解し、新たな視野と展望を持てるよ
うになることをめざす。

橘川　眞彦   （教育学部教授）
藤井　佐知子（教育学部教授）
内野　康人之（教育学部教授）
山本　誠一　 (教育学部教授）
青柳　宏　　　（教育学部准教授）
上原　秀一　 （教育学部准教授）
池本　喜代正（教育学部教授）
梅永　雄二　 （教育学部教授）
佐久間　宏　 （教育学部教授）
松本　敏　　  （教育学部教授）
丸山　剛史   (教育学部准教授）
岸野　稔      （教育実践総合センター客員教授）

栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 360人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
00012号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp

作新学院大学・作
新学院大学女子短
期大学部

学校と子どもをめぐる教育の最新事
情と心理学の役割

教育政策や学習指導要領等の動向、教職についての省察、授業
づくりや生徒指導の現実と課題、学校の危機管理について、演習
を交えて解説・検討する。発達障害についての理解とそれに対す
る指導方法を発達過程や行動特性を踏まえて学べるようにする。
児童・生徒が人間関係を築く力を高める方法、学校と地域社会の
連携・協力方法や教員間のコミュニケーションの重要性等につい
て解説する。全教諭を対象とする。

小林　千枝子（経営学部教授）
有馬　知江美（幼児教育科准教授）
加藤　千佐子（幼児教育科教授）
藤本　一男（人間文化学部教授）
伊澤　成男（人間文化学部准教授）
松本　秀彦（人間文化学部准教授）
服部　美佳子（人間文化学部教授）
手塚　光善（人間文化学部准教授）

栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
90910-
00053号

028-667-7111
http://www.sakushin-
u.ac.jp

群馬社会福祉大学 教育の最新事情に関する事項

教職についての省察は、学校を巡る状況変化と専門職たる教員
の役割を扱う。子供の変化についての理解は、子どもの発達に関
する課題と子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方
を扱う。教育政策の動向についての理解は、学習指導要領改訂
等の動向とその他教育改革の動向を扱う。学校の内外での連携
協力についての理解は、各種課題に対する組織的対応の在り方
と学校における危機管理上の課題を扱う。

川端　四郎（講師）
木部　日出雄(講師）
星野　吉也（講師）
櫻井　秀雄（准教授）
尾形　和男（教授）

群馬県前橋市川
曲町

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2月6日～
平成21年4月24日

平21-
30071-
00050号

027-253-0294 http://www.shoken-
gakuen.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）

埼玉県さいたま
市

12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00076号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

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

16,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00089号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/
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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

十文字学園女子大
学

教育の最新事情

　第１日目は教職についての省察、教育改革の動向についての
理解、学校内外での連携協力についての理解についての講習を
各２時間、第２日目は子どもの変化についての理解の講習６時間
を本学専任教員が行い、教育観、子ども観の理解を深める

横須賀　薫　　 （人間生活学部特任教授）
上垣内　伸子　（人間生活学部教授）
平田　智久　 　（人間生活学部教授）
黒瀬　任通　 　（人間生活学部教授）
増田　吉史　 　（人間生活学部教授）
皆川　美恵子　（人間生活学部教授）
江川　玟成　 　（人間生活学部教授）
岡村　佳子　 　（人間生活学部教授）
星　三和子　 　（人間生活学部教授）
綿井　雅康　 　（人間生活学部教授）
安達　一寿　 　（社会情報学部准教授）
宮﨑　豊　　　  （人間生活学部准教授）
狩野　浩二　 　（人間生活学部准教授）
野口　隆子　 　（人間生活学部講師）
綾井　桜子　 　（人間生活学部講師）

埼玉県新座市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 150人

①新座市・志木市・朝霞
市教員/（学）十文字学園
教員/本学卒業生　平成
21年2月6日～3月6日
②一般　他　平成21年3月
9日～5月29日

平21-
30084-
00056号

048-477-0579（直
通）

http://www.jumonji-
u.ac.jp/

女子栄養大学 教育の最新事情

まず、各国の教職に関する最新の情報に基づく講義の後、教職
に関して省察する。次に、現代の子どもの発達をめぐる危機的状
況に関する情報の提供と、特別支援教育のねらいと課題につい
ての講義を行う。さらに、教育課程の改訂と教育改革の動向、今
求められる学力に関して、フランス、フィンランドなどとの比較もし
ながら講義をする。最後に、学校内外の連携の基本である教師
の対人関係スキルアップのためのワークショップを行う。

勝野正章（東京大学教育学部准教授）
橋本紀子（栄養学部教授）
横湯園子（中央大学文学部教授）
水崎富美（栄養学部准教授）
三木とみ子（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 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4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
00057号

 049-282-3601
http://www.eiyo.ac.jp
/menkosin/

千葉大学 教育の最新事情１

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

保坂　亨（教育学部教授）
伏見　陽児（教育学部教授）
吉田　雅巳（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00111号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情２

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

笠井　孝久（教育学部准教授）
伏見　陽児（教育学部教授）
吉田　雅巳（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00112号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情３

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

土田　雄一（教育学部准教授）
伏見　陽児（教育学部教授）
吉田　雅巳（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00113号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情４

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

上杉　賢士（教育学部教授）
小澤美代子（教育学部教授）
磯邉　聡（教育学部准教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00114号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情５

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

上杉　賢士（教育学部教授）
小澤美代子（教育学部教授）
磯邉　聡（教育学部准教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00115号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情６

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

上杉　賢士（教育学部教授）
小澤美代子（教育学部教授）
磯邉　聡（教育学部准教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00116号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp
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平成２１年度（第１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

千葉大学 教育の最新事情７

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00117号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情８

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00118号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情９

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00119号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１０

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00120号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１１

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00121号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１２

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

藤川　大祐（教育学部准教授）
新谷　周平（教育学部准教授）
片岡　洋子（教育学部教授）
大田　邦郎（教育学部教授）
天笠　茂（教育学部教授）
高木　啓（関東学園大学法学部専任講師）
明石　要一（教育学部教授）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月26日～
平成21年8月27日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00122号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１３

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

蘭　千壽（教育学部教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00123号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１４

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

鎌原　雅彦（教育学部教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00124号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１５

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

宮下　一博（教育学部教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00125号

043-290-2640 http://www.chiba-u.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

千葉大学 教育の最新事情１６

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

長根　光男（教育学部教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00126号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１７

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

大芦　治（教育学部准教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00127号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情１８

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

岩田美保（教育学部准教授） 千葉県千葉市 12時間
平成21年8月28日～
平成21年8月29日

13,000円 100人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00128号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

千葉大学 教育の最新事情（市原セミナー）

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

土田　雄一（教育学部准教授）
伏見　陽児（教育学部教授）
保坂　亨（教育学部教授）
笠井　孝久（教育学部准教授）
吉田　雅巳（教育学部教授）

千葉県市原市 12時間
平成２１年６月１４日、
平成２１年６月２１日

13,000円 80人 平成21年3月16日～
平21-
10021-
00129号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp

清和大学 教育の最新事情

次の４項目を中心に最新の教育事情について講義する。①急激
な社会変化の中、学校を巡る状況変化・専門職たる教員の役割
について②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③学習指導要領改訂等の動向、教
育改革の動向④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問題

藤澤　邦彦（法部教授）
宝剱　純一郎（法学部教授）
丸橋　唯郎（法学部教授）
鈴木　隆弘（法学部講師）
関　巌（法学部非常勤講師）
橋口　武信（法学部非常勤講師）

千葉県木更津市 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5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
00108号

0438-30-5555
http://www.seiwa-
univ.ac.jp

清和大学 教育の最新事情

次の４項目を中心に最新の教育事情について講義する。①急激
な社会変化の中、学校を巡る状況変化・専門職たる教員の役割
について②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③学習指導要領改訂等の動向、教
育改革の動向④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問題

藤澤　邦彦（法部教授）
宝剱　純一郎（法学部教授）
丸橋　唯郎（法学部教授）
鈴木　隆弘（法学部講師）
関　巌（法学部非常勤講師）
橋口　武信（法学部非常勤講師）

千葉県木更津市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
00109号

0438-30-5555
http://www.seiwa-
univ.ac.jp

清和大学短期大学
部

教育の最新事情

1日目の「教職についての省察」では、学校をめぐる状況変化と子
ども観・教育観について、「子どもの変化についての理解」では、
LDやADHD等の特別支援教育に関する新たな課題と、最新の知
見に基づく子どもの発達について、およびカウンセリングや相談
理解について講義する。
2日目の「教育政策の動向」では、学習指導要領の改訂やその他
の教育改革につての動向について、「学校の内外の連携教育」で
は、校内外の安全確保や情報セキュリティ、また対人関係とコミュ
ニケーションについて講義する。

原　信夫（児童総合学科准教授）
安藤　昭之（児童総合学科非常勤講師）
仲村　優（木更津市立請西小学校校長）
鈴木　隆弘（清和大学講師）
榎本　良和（袖ヶ浦市立中川小学校校長）
宝剱　純一郎（清和大学教授）

千葉県木更津市 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6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
00106号

0438-30-5522
http://www.seiwa-
jc.ac.jp

清和大学短期大学
部

教育の最新事情

1日目の「教職についての省察」では、学校をめぐる状況変化と子
ども観・教育観について、「子どもの変化についての理解」では、
LDやADHD等の特別支援教育に関する新たな課題と、最新の知
見に基づく子どもの発達について、およびカウンセリングや相談
理解について講義する。
2日目の「教育政策の動向」では、学習指導要領の改訂やその他
の教育改革につての動向について、「学校の内外の連携教育」で
は、校内外の安全確保や情報セキュリティ、また対人関係とコミュ
ニケーションについて講義する。

原　信夫（児童総合学科准教授）
安藤　昭之（児童総合学科非常勤講師）
仲村　優（木更津市立請西小学校校長）
鈴木　隆弘（清和大学講師）
榎本　良和（袖ヶ浦市立中川小学校校長）
宝剱　純一郎（清和大学教授）

千葉県木更津市 12時間
平成21年9月22日～
平成21年9月23日

12,000円 80人
平成21年7月22日～
平成21年7月29日

平21-
35083-
00107号

0438-30-5522
http://www.seiwa-
jc.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）

東京都立川市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00066号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/
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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

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）

東京都立川市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00074号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

東京成徳大学 幼児教育についての最新情報

○現代の教育をめぐる状況を概観すると同時に、子どもの変容を
視野に入れ、未来の教育のあり方を探求。○幼稚園生活の食事
を中心にした生活習慣、遊び、友だち関係等子どもの変化の学
習。○新幼稚園教育要領改訂の背景や基本方針と、主な改善の
内容である、発達や学びの連続性の確保、言葉や体験の重視、
預かり保育や子育て支援のあり方の考察。○園内部、保護者、地
域、そして幼保小との連携等、連携の意義や具体的方法の学
習。

深谷 昌志（東京成徳大学子ども学部教授）
中田 カヨ子（東京成徳短期大学幼児教育科教授）
神長 美津子（東京成徳大学子ども学部教授）
和田 信行（東京成徳短期大学幼児教育科教授）

東京都北区 12時間
平成 21年 5月 30日，平
成21年 6月 6日 12,000円 50人

平成 21年 2月 6日～
平成 21年 3月 31日

平21-
30125-
00005号

03-3908-4563
http://www.tsu.ac.jp

http://www.tsc.ac.jp

東京学芸大学 教育の最新事情（１）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

川瀬邦臣（教授）、岩田康之（准教授）、岸　学（教
授）、佐野秀樹（教授）、金谷憲（教授）、渋谷英章
（教授）、林尚示（准教授）

東京都小金井市 12時間
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年5月12日

平21-
10025-
00157号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

川瀬邦臣（教授）、岩田康之（准教授）、岸　学（教
授）、佐野秀樹（教授）、藤井斉亮（教授）、渋谷英章
（教授）、林尚示（准教授）

東京都小金井市 12時間
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年5月12日

平21-
10025-
00158号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

川瀬邦臣（教授）、臼井智美（准教授）、濱田豊彦（准
教授）、鎌田正裕（教授）、平田昭雄（講師）、林尚示
（准教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年5月19日

平21-
10025-
00159号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

川瀬邦臣（教授）、臼井智美（准教授）、濱田豊彦（准
教授）、加藤富美子（教授）、林尚示（准教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年5月19日

平21-
10025-
00160号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（５）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

藤井穂高（准教授）、近藤精一（教授）、橋本創一（准
教授）、松田修（准教授）、鈴木秀人（准教授）、佐藤
郡衛（教授）、成田喜一郎（教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年6月24日

平21-
10025-
00161号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（６）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

藤井穂高（准教授）、近藤精一（教授）、橋本創一（准
教授）、相川充（教授）、鎌田正裕（教授）、平田昭雄
（講師）、佐藤郡衛（教授）、成田喜一郎（教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年6月24日

平21-
10025-
00162号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（７）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

古屋恵太（准教授）、大森直樹（准教授）、倉持清美
（准教授）、大竹美登利（教授）、篠原文陽児（教
授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林
正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智
大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢
治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小
金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校
副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝
岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附
属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附
属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博
（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金
井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校
長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
00163号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（８）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

古屋恵太（准教授）、大森直樹（准教授）、橋本創一
（准教授）、相川充（教授）、坂井俊樹（教授）、吉野
聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属
高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国
際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国
際中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校
副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西
原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附
属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中
学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中
学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷
中学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井
小学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹
教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
00164号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（９）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

腰越滋（准教授）、陣内靖彦（教授）、國分充（教
授）、高山芳樹（准教授）、吉野聡（附属高等学校教
諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常
勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、
村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也
（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹
早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹
教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特任
教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤
講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚
本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附
属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校
教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教
諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤
講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田
留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附
属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小
学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校
長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講
師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元
子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
00165号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１０）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

見世千賀子（講師）、陣内靖彦（教授）、國分充（教
授）、大澤克美（教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/
非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常勤
講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常勤
講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非常勤
講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、村
野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也（附
属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹早中
学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教
諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特任教
授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤講
師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常勤
講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚本
博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属
大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/
特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常
勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留
三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属
世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学
校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、
安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、
田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元子
（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
00166号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（１１）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

菅野敦（教授）、奥住秀之（准教授）、筒石賢昭（教授
/附属大泉小学校校長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
00167号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１２）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

古屋恵太（准教授）、陣内靖彦（教授）、倉持清美（東
京学芸大准教授）、大竹美登利（教授）、吉野聡（附
属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等
学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際中
等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副校
長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原口
伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹
早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校
副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校
教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小学
校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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4月1日～
平成21年7月5日

平21-
10025-
00168号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１３）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

古屋恵太（准教授）、陣内靖彦（教授）、橋本創一（准
教授）、松田修（准教授）、加藤富美子（教授）、杉森
伸吉（准教授）、矢嶋昭雄（准教授）

東京都小金井市 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4月1日～
平成21年7月5日

平21-
10025-
00169号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１４）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

見世千賀子（講師）、矢嶋昭雄（准教授）、林安紀子
（教授）、松田修（准教授）、細江文利（教授）、杉森
伸吉（准教授）

東京都小金井市 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4月1日～
平成21年7月5日

平21-
10025-
00170号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１５）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

腰越滋（准教授）、矢嶋昭雄（准教授）、林安紀子（教
授）、相川充（教授）、川﨑誠司（准教授）、吉野聡
（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高
等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際
中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副
校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原
口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属
竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学
校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中
学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小
学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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4月1日～
平成21年7月5日

平21-
10025-
00171号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１６）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

高橋智（教授）、奥住秀之（准教授）、増田金吾（教
授）

東京都小金井市 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4月1日～
平成21年7月5日

平21-
10025-
00172号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１７）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

橋本美保（准教授）、櫻井眞治（准教授）、関口貴裕
（准教授）、大河原美以（教授）、藤井斉亮（教授）、
加瀬進（准教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月7日

平21-
10025-
00173号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（１８）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

橋本美保（准教授）、山﨑準二（教授）、関口貴裕（准
教授）、大河原美以（教授）、澤崎眞彦（教授）、杉森
伸吉（准教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤
講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、
後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、
河野真也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、
長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講
師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳
男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国
際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校
副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠
井正信（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮
内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野
中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、
関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則
（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉
小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/
非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特
任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤
講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留
三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属
世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学
校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、
安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、
田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元子
（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月7日

平21-
10025-
00174号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（１９）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

大熊徹（教授）、千田洋幸（准教授）、中村和弘（講
師）、林安紀子（教授）、松尾直博（准教授）、増田金
吾（教授）、杉森伸吉（准教授）、吉野聡（附属高等学
校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/
非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭
/非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校
長）、村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦
也（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属
竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主
幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特
任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非
常勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、
塚本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇
（附属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学
校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、
藤田留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治
（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹
早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副
校長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤
講師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石
元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月7日

平21-
10025-
00175号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（２０）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

粕谷恭子（准教授）、澤隆史（准教授）、吉野聡（附属
高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学
校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学
校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中等学
校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等
学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副校
長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原口
伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹
早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校
副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校
教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小学
校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月7日

平21-
10025-
00176号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２１）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

大熊徹（教授）、千田洋幸（准教授）、中村和弘（講
師）、澤隆史（准教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/
非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常勤
講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常勤
講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非常勤
講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、村
野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也（附
属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹早中
学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教
諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特任教
授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤講
師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常勤
講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚本
博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属
大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/
特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常
勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留
三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属
世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学
校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、
安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、
田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元子
（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月7日

平21-
10025-
00177号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２２）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

腰越滋（准教授）、山﨑準二（教授）、関口貴裕（准教
授）、松村茂治（教授）、中地雅之（准教授）、吉野聡
（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高
等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際
中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副
校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原
口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属
竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学
校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中
学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小
学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月20日

平21-
10025-
00178号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（２３）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

腰越滋（准教授）、福元真由美（准教授）、関口貴裕
（准教授）、上淵寿（准教授）、中村光一（教授）、吉
野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附
属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国
際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国
際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属
国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属
国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学
校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、
西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄
（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田
谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田
谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世
田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小
金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校
主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村
昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和
顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附
属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉
小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校
副校長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、
田中一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附
属特別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援
学校教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支
援学校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月20日

平21-
10025-
00179号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２４）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山名淳（准教授）、福元真由美（准教授）、林安紀子
（教授）、上淵寿（准教授）、岸　学（教授）、大森直樹
（准教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講
師）、林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後
藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河
野真也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長
谷川智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、
田中賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男
（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際
中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副
校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井
正信（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内
卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中
三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関
田義博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附
属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学
校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常
勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教
授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、
山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸
（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田
谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副
校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永
啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口
悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属
幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月20日

平21-
10025-
00180号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（２５）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山名淳（准教授）、小笠原恵（准教授）、岸　学（教
授）、大森直樹（准教授）、吉野聡（附属高等学校教
諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常
勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、
村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也
（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹
早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹
教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特任
教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤
講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚
本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附
属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校
教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教
諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤
講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田
留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附
属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小
学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校
長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講
師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元
子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月20日

平21-
10025-
00181号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２６）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

小池敏英（教授）、小笠原恵（准教授）、鈴木秀人（准
教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、
林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴
裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真
也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川
智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中
賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属
小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学
校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、
勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信
（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵
子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義
博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小
金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副
校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月20日

平21-
10025-
00182号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（２７）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山名淳（准教授）、山﨑準二（教授）、糸井尚子（准教
授）、上淵寿（准教授）、大熊徹（教授）、千田洋幸
（准教授）、中村和弘（講師）、吉野聡（附属高等学校
教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非
常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校
長）、村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦
也（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属
竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主
幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特
任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非
常勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、
塚本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇
（附属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学
校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、
藤田留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治
（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹
早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副
校長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤
講師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石
元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月23日～
平成21年8月24日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月22日

平21-
10025-
00183号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２８）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山名淳（准教授）、山﨑準二（教授）、糸井尚子（准教
授）、上淵寿（准教授）、中地雅之（准教授）、吉野聡
（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高
等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際
中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副
校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原
口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属
竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学
校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中
学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小
学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月23日～
平成21年8月24日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月22日

平21-
10025-
00184号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（２９）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

三石初雄（教授）、伊藤良子（教授）、鎌田正裕（教
授）、平田昭雄（講師）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月23日～
平成21年8月24日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月22日

平21-
10025-
00185号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（３０）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

金子真理子（准教授）、小池敏英（教授）、山田一美
（教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、
林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴
裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真
也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川
智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中
賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属
小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学
校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、
勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信
（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵
子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義
博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小
金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副
校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月23日～
平成21年8月24日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月22日

平21-
10025-
00186号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３１）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

岩田康之（准教授）、岩立京子（教授）、出口利定（教
授）、松村茂治（教授）、金谷憲（教授）、吉野聡（附
属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等
学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際中
等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副校
長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原口
伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹
早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校
副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校
教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小学
校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月23日～
平成21年8月24日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月22日

平21-
10025-
00187号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３２）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山田雅彦（准教授）、出口利定（教授）、福井里江（准
教授）、池崎喜美恵（教授）、吉野聡（附属高等学校
教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非
常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校
長）、村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦
也（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属
竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主
幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特
任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非
常勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、
塚本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇
（附属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学
校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、
藤田留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治
（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹
早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副
校長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤
講師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石
元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月24日

平21-
10025-
00188号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

18 / 38 ページ

http://www.u-gakugei.ac.jp/�
http://www.u-gakugei.ac.jp/�
http://www.u-gakugei.ac.jp/�


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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（３３）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

山田雅彦（准教授）、糸井尚子（准教授）、福井里江
（准教授）、山田一美（教授）、吉野聡（附属高等学校
教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非
常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校
長）、村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦
也（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属
竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主
幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特
任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非
常勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、
塚本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇
（附属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学
校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、
藤田留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治
（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹
早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副
校長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤
講師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石
元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月24日

平21-
10025-
00189号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３４）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

藤井穂高（准教授）、近藤精一（教授）、糸井尚子（准
教授）、松尾直博（准教授）、坂口謙一（准教授）、小
林正幸（教授）、成田喜一郎（教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月24日

平21-
10025-
00190号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３５）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

藤井穂高（准教授）、近藤精一（教授）、伊藤友彦（教
授）、坂口謙一（准教授）、小林正幸（教授）、成田喜
一郎（教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月24日

平21-
10025-
00191号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３６）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

田中喜美（教授）、小林巌（准教授）、中村光一（教
授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林
正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智
大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢
治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小
金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校
副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝
岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附
属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附
属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博
（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金
井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校
長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月24日

平21-
10025-
00192号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３７）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

金子真理子（准教授）、櫻井眞治（准教授）、池田一
成（准教授）、福井里江（准教授）、相田隆司（准教
授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月26日

平21-
10025-
00193号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３８）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

和田正人（教授）、池田一成（准教授）、福井里江（准
教授）、蒔苗直道（准教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月26日

平21-
10025-
00194号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（３９）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

藤井穂高（准教授）、近藤精一（教授）、松尾直博（准
教授）、松田修（准教授）、池崎喜美恵（教授）、小林
正幸（教授）、成田喜一郎（教授）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月26日

平21-
10025-
00195号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（４０）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

伊藤友彦（教授）、大伴潔（教授）、塩原麻里（教
授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林
正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智
大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢
治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小
金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校
副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝
岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附
属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附
属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博
（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金
井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校
長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月26日

平21-
10025-
00196号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４１）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

大熊徹（教授）、千田洋幸（准教授）、中村和弘（講
師）、大伴潔（教授）、田中喜美（教授）、吉野聡（附
属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等
学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際中等
学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国際中
等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国際中
等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校副校
長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西原口
伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹
早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校
副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校
教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学
校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井小学
校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹教
諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 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1日～
平成21年7月26日

平21-
10025-
00197号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４２）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

筒石賢昭（教授/附属大泉小学校校長）、高橋道子
（教授）、佐野秀樹（教授）、塩原麻里（教授）、吉野
聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林正太（附属
高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也（附属国際
中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智大（附属国
際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢治（附属国
際中等学校副校長）、村野芳男（附属小金井中学校
副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校副校長）、西
原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附
属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中
学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附属世田谷中
学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子（附属世田谷
中学校教諭/非常勤講師）、関田義博（附属小金井
小学校副校長）、塚本博則（附属小金井小学校主幹
教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校長）、中村昌子
（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附
属大泉小学校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大
泉小学校教諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学
校主幹教諭）、藤田留三丸（附属世田谷小学校副校
長）、栗原正治（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中
一晃（附属竹早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特
別支援学校副校長）、安永啓司（附属特別支援学校
教諭/非常勤講師）、田口悦津子（附属特別支援学
校主事）、赤石元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月28日

平21-
10025-
00198号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（４３）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

伊藤良子（教授）、池田一成（准教授）、大河原美以
（教授）、相田隆司（准教授）、渡邉健治（教授）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月28日

平21-
10025-
00199号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４４）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

金子真理子（准教授）、橋本美保（准教授）、池田一
成（准教授）、大河原美以（教授）、高山芳樹（准教
授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林
正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智
大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢
治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小
金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校
副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝
岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附
属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附
属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博
（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金
井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校
長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月28日

平21-
10025-
00200号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４５）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

金子真理子（准教授）、橋本美保（准教授）、小林巌
（准教授）、細江文利（教授）、吉野聡（附属高等学校
教諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非
常勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/
非常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校
長）、村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦
也（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属
竹早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主
幹教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特
任教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非
常勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、
塚本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇
（附属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小
学校教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学
校教諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教
諭/非常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、
藤田留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治
（附属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹
早小学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副
校長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤
講師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石
元子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月28日

平21-
10025-
00201号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４６）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

原子栄一郎（教授）、吉田伊津美（准教授）、鎌田正
裕（教授）、平田昭雄（講師）

東京都小金井市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年7月28日

平21-
10025-
00202号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（４７）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

加瀬進（准教授）、高橋道子（教授）、松尾直博（准教
授）、大熊徹（教授）、千田洋幸（准教授）、中村和弘
（講師）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、
林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴
裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真
也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川
智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中
賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属
小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学
校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、
勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信
（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵
子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義
博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小
金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副
校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年8月11日

平21-
10025-
00203号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４８）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

柴田和豊（教授）、高橋道子（教授）、佐野秀樹（教
授）、相田隆司（准教授）、吉野聡（附属高等学校教
諭/非常勤講師）、林正太（附属高等学校教諭/非常
勤講師）、後藤貴裕（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、河野真也（附属国際中等学校教諭/非常
勤講師）、長谷川智大（附属国際中等学校教諭/非
常勤講師）、田中賢治（附属国際中等学校副校長）、
村野芳男（附属小金井中学校副校長）、福泉悦也
（附属国際中等学校副校長）、西原口伸一（附属竹
早中学校副校長）、勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹
教諭）、笠井正信（附属世田谷中学校副校長/特任
教授）、宮内卓也（附属世田谷中学校教諭/非常勤
講師）、野中三恵子（附属世田谷中学校教諭/非常
勤講師）、関田義博（附属小金井小学校副校長）、塚
本博則（附属小金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附
属大泉小学校副校長）、中村昌子（附属大泉小学校
教諭/非常勤講師）、橋本和顕（附属大泉小学校教
諭/特任教授）、笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非
常勤講師）、吉原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤
講師）、山崎幸一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田
留三丸（附属世田谷小学校副校長）、栗原正治（附
属世田谷小学校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小
学校副校長）、喜多尾哲（附属特別支援学校副校
長）、安永啓司（附属特別支援学校教諭/非常勤講
師）、田口悦津子（附属特別支援学校主事）、赤石元
子（附属幼稚園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年8月11日

平21-
10025-
00204号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

東京学芸大学 教育の最新事情（４９）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

松田恵示（准教授）、高橋道子（教授）、相川充（教
授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、林
正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴裕
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真也
（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川智
大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中賢
治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属小
金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学校
副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、勝
岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信（附
属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也（附
属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵子
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義博
（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小金
井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副校
長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年9月26日～
平成21年9月27日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年8月25日

平21-
10025-
00205号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

東京学芸大学 教育の最新事情（５０）

「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、これまでの研究によって
得られた知見に基づいて講義する。

渡邉健治（教授）、吉田伊津美（准教授）、澤崎眞彦
（教授）、吉野聡（附属高等学校教諭/非常勤講師）、
林正太（附属高等学校教諭/非常勤講師）、後藤貴
裕（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、河野真
也（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、長谷川
智大（附属国際中等学校教諭/非常勤講師）、田中
賢治（附属国際中等学校副校長）、村野芳男（附属
小金井中学校副校長）、福泉悦也（附属国際中等学
校副校長）、西原口伸一（附属竹早中学校副校長）、
勝岡幸雄（附属竹早中学校主幹教諭）、笠井正信
（附属世田谷中学校副校長/特任教授）、宮内卓也
（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、野中三恵
子（附属世田谷中学校教諭/非常勤講師）、関田義
博（附属小金井小学校副校長）、塚本博則（附属小
金井小学校主幹教諭）、千葉昇（附属大泉小学校副
校長）、中村昌子（附属大泉小学校教諭/非常勤講
師）、橋本和顕（附属大泉小学校教諭/特任教授）、
笠松具晃（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、吉
原茂（附属大泉小学校教諭/非常勤講師）、山崎幸
一（附属大泉小学校主幹教諭）、藤田留三丸（附属
世田谷小学校副校長）、栗原正治（附属世田谷小学
校主幹教諭）、田中一晃（附属竹早小学校副校長）、
喜多尾哲（附属特別支援学校副校長）、安永啓司
（附属特別支援学校教諭/非常勤講師）、田口悦津
子（附属特別支援学校主事）、赤石元子（附属幼稚
園副園長）

東京都小金井市 12時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

12,000円 100人
平成21年4月1日～
平成21年10月13日

平21-
10025-
00206号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（必修12時間：幼稚園１種免許）

幼稚園教育をめぐる今日的課題について下記の４点にわたって
講習する。
①教職についての省察（幼稚園を巡る状況変化・専門職たる教員
の役割）
②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）
③教育政策の動向についての理解（幼稚園教育要領改訂等の動
向・その他教育改革の動向）
④園の内外における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）

酒井　朗（家政学部教授）
高橋　ゆう子（家政学部准教授）
田代　和美（家政学部准教授）
柴崎　正行（家政学部教授）
矢野　博之（家政学部准教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
00133号

03-5275-6061
http://www.gakuin.ots
uma.ac.jp/

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（必修12時間：小学校１種免許）

小学校をめぐる今日的課題について下記の４点にわたって講習
する。
①教職についての省察（小学校を巡る状況変化・専門職たる教員
の役割）
②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）
③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）
④学校の内外における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）

酒井　朗（家政学部教授）
高橋　ゆう子（家政学部准教授）
石井　雅幸（家政学部准教授）
矢野　博之（家政学部准教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
00134号

03-5275-6061
http://www.gakuin.ots
uma.ac.jp/

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（必修12時間：中高（家庭）１種免許）

中学・高校や中高の家庭科をめぐる今日的課題について下記の
４領域にわたって講習する。
①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）
②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）
③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）
④学校の内外における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）

酒井　朗（家政学部教授）
高橋　ゆう子（家政学部准教授）
下村　道子（家政学部教授）
牧野　カツコ（非常勤講師、お茶の水女子大学教授）
矢野　博之（家政学部准教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
00135号

03-5275-6061
http://www.gakuin.ots
uma.ac.jp/

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（必修12時間：中高（国語）１種免許）

中学・高校や中高の国語科をめぐる今日的課題について下記の
４領域にわたって講習する。
①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）
②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）
③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）
④学校の内外における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）

酒井　朗（家政学部教授）
高橋　ゆう子（家政学部准教授）
五味渕　典嗣（文学部専任講師）
矢野　博之（家政学部准教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 15人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
00136号

03-5275-6061
http://www.gakuin.ots
uma.ac.jp/

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（必修12時間：中高（英語）１種免許）

中学・高校や中高の英語科をめぐる今日的課題について下記の
４領域にわたって講習する。
①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）
②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）
③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）
④学校の内外における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）

酒井　朗（家政学部教授）
高橋　ゆう子（家政学部准教授）
伊東　武彦（文学部教授）
矢野　博之（家政学部准教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 15人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
00137号

03-5275-6061
http://www.gakuin.ots
uma.ac.jp/
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平成２１年度（第１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

聖母大学 教職についての省察その他

①変わりつつある学校の役割を問い直し、教師の子ども観を練り
直す。　②家族・家庭生活の下での子ども・青年の24時間と365
日ー睡眠・食生活など人間生活の基本に立ち返って、その実相と
課題に迫る。　③教職員の力量形成政策、教育課程政策を中心
に、21世紀の教育政策の今を探る。　④子どもの救急・救命をめ
ぐる事態への対応などホットな問題もとりあげながら、学校内外に
おける連携協力の在り方を考える。

水内　宏（看護学部教授）
村上　純子（看護学部教授）
丹木　博一（看護学部准教授）
井口　理（看護学部講師）
小川　修一（看護学部非常勤講師）
片桐　健司（看護学部非常勤講師）

東京都新宿区 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2月6日～
平成21年2月28日

平21-
30168-
00110号

03-3950-0171
http://www.seibo-
c.ac.jp/

玉川大学 最新の教育事情

①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）、②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）、
③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、その他の教育改革の動向）、④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）、について講義する。受講対象者は、
小学校教諭、中学校教諭とする。

高橋　靖直（教職大学院教授）
坂野　慎二（職大学院准教授）
小松　郁夫（教職大学院教授）
阿久澤　栄（教職大学院准教授）

東京都町田市 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11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
00026号

042(739)8806
http://www.tamagawa.j
p/

東京理科大学 学校教育における今日的課題

現在の中学校・高等学校を取り巻く様々な課題、子どもの発達に
関する心理学的知見、教育改革の動向、学校の内外での連携協
力等について考察する。未来に生きる子どもへの教育の在り方や
教師の役割について、講義、グループ・ディスカッション、ロールプ
レイ等を通して、参加者が共に刺激し合い、学び合うことができる
場を提供する。

伊藤　稔（理工学部教養教授）
小山　望（理工学部教養教授）
竹尾　和子（理学部第一部教養学科講師）
清水　睦美（理工学部教養准教授）
大川　洋（理学部第一部教養学科准教授）
八並　光俊（理学部第一部教養学科教授）
坂本　功（理学部第一部教養学科嘱託講師）
小久保　正己（理学部第二部教養嘱託講師）
榎本　成己（理学部第一部教養学科嘱託講師）
松原　秀成（理学部第二部教養嘱託講師）

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 120人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
00211号

03-5228-8717 http://www.tus.ac.jp

二松学舎大学 教育の最新事情

  必修講習の内容として、①教職についての省察では、学校を巡
る状況の変化と教員の役割や資質・能力等　②子どもの変化に
ついてでは、カウンセリングマインド、特別支援教育の意義等　③
教育政策の動向についてでは、教育法規の改正、学習指導要領
の改訂等　④学校内外における連携協力についてでは、危機管
理の在り方や評議員制度による外部評価の活用等　以上４課題
の講習を実施する。

改田　明子(文学部教授）
松葉　幸男（文学部特別招聘教授）
大栁　勇治（千葉市立轟町中学校長）
堀江　忠道（文学部非常勤講師）
小林　進（東京都立永福学園校長）
小渕　朝男（文学部教授）

東京都千代田区 12時間
平成21年8月17日～平成
21年8月18日

12000円 100人
平成21年4月15日～平成
21年6月15日

平21-
30212-
00215号

03-3261-7406
http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

武蔵野美術大学 教育の最新事情

現代の教育事情全般を内容として、学校教育の現場が抱えてい
る課題や問題に留意して、2名の担当講師による講義を行いま
す。テキスト『教育事情』（私立大学通信教育協会）を全受講者に
事前に配付するほか、講義では必要な資料等を配付します。

伊東　毅（造形学部教授）
高橋陽一（造形学部教授）

東京都小平市 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2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
00216号

0422-22-8562
http://cc.musabi.ac.j
p/

武蔵野美術大学 教育の最新事情・通信コース

現代の教育事情全般を通信授業で行います。テキスト『教育事
情』（私立大学通信教育協会）の学習をもとに、レポートでは、学
校教育の現場が抱えている課題や問題について論じてもらい、そ
れを添削指導します。添削はインターネットも活用して行います。

伊東　毅（造形学部教授）
高橋陽一（造形学部教授）

東京都小平市 12時間
平成21年4月1日～
平成21年12月14日

12,000円 上限なし
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
00217号

0422-22-8562
http://cc.musabi.ac.j
p/

明星大学 教育の最新事情

①教職についての省察、②子どもの変化、③教育政策の動向、
④学校の内外での連携協力についての理解、に関する最新事情
を考察する。教育の最新事情の検討には、その不易と流行の視
点が重要だと考える。このような視点を踏まえて学習指導要領等
に関連しつつ、講義・討論・事例研究・発表・場面指導などの方法
により、講習内容に関する各種基準に従って探究する。

青木　秀雄（人文学部教授）
鯨井　俊彦（人文学部教授）
高橋　史朗（人文学部教授）
杉本　明子（人文学部准教授）
菱山　覚一郎（造形芸術学部准教授）
樋口　修資（人文学部非常勤講師）
蜂須賀　博昭（人文学部非常勤講師）
樋田　明（人文学部非常勤講師）
郡司　常雄（人文学部非常勤講師）
石原　由美子（人文学部非常勤講師）

東京都日野市 12時間
平成21年 6月27日～
平成21年 6月28日

12,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 5月 7日

平21-
30240-
00263号

042-591-6341
http://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学 教育の最新事情

①教職についての省察、②子どもの変化、③教育政策の動向、
④学校の内外での連携協力についての理解、に関する最新事情
を考察する。教育の最新事情の検討には、その不易と流行の視
点が重要だと考える。このような視点を踏まえて学習指導要領等
に関連しつつ、講義・討論・事例研究・発表・場面指導などの方法
により、講習内容に関する各種基準に従って探究する。

青木　秀雄（人文学部教授）
鯨井　俊彦（人文学部教授）
高橋　史朗（人文学部教授）
杉本　明子（人文学部准教授）
菱山　覚一郎（造形芸術学部准教授）
樋口　修資（人文学部非常勤講師）
蜂須賀　博昭（人文学部非常勤講師）
樋田　明（人文学部非常勤講師）
郡司　常雄（人文学部非常勤講師）
石原　由美子（人文学部非常勤講師）

東京都日野市 12時間
平成21年 8月19日～
平成21年 8月20日

12,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 6月30日

平21-
30240-
00264号

042-591-6341
http://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

明星大学 教育の最新事情

①教職についての省察、②子どもの変化、③教育政策の動向、
④学校の内外での連携協力についての理解、に関する最新事情
を考察する。教育の最新事情の検討には、その不易と流行の視
点が重要だと考える。このような視点を踏まえて学習指導要領等
に関連しつつ、講義・討論・事例研究・発表・場面指導などの方法
により、講習内容に関する各種基準に従って探究する。

青木　秀雄（人文学部教授）
鯨井　俊彦（人文学部教授）
高橋　史朗（人文学部教授）
杉本　明子（人文学部准教授）
菱山　覚一郎（造形芸術学部准教授）
樋口　修資（人文学部非常勤講師）
蜂須賀　博昭（人文学部非常勤講師）
樋田　明（人文学部非常勤講師）
郡司　常雄（人文学部非常勤講師）
石原　由美子（人文学部非常勤講師）

東京都日野市 12時間
平成21年11月28日～
平成21年11月29日

12,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 9月30日

平21-
30240-
00265号

042-591-6341
http://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

竹早教員保育士養
成所

教育の最新事情

幼稚園及び教員を取り巻く最新の教育の動きについての理解を
図るとともに、教員が自らの教職生活を振り返り自己を変革させ
ようという意欲の喚起の機会とする。１．幼稚園及び教員を取り巻
く最新の状況の考察　２．改訂幼稚園教育要領と幼児教育　３．
幼保一元化と子育て支援　４．幼児期における人間力の形成

奥山　英男（竹早教員保育士養成所所長）
河野　紀之（竹早教員保育士養成所教務部長）
渡辺　和弘（竹早教員保育士養成所専任教員）
畠山　範子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
相澤千枝子（竹早教員保育士養成所専任教員）

東京都文京区 12時間
平成21年6月13日
平成21年6月20日

12,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
40024-
00003号

03-3811-7251
http://www.takehaya.a
c.jp
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平成２１年度（第１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

竹早教員保育士養
成所

教育の最新事情

幼稚園及び教員を取り巻く最新の教育の動きについての理解を
図るとともに、教員が自らの教職生活を振り返り自己を変革させ
ようという意欲の喚起の機会とする。１．幼稚園及び教員を取り巻
く最新の状況の考察　２．改訂幼稚園教育要領と幼児教育　３．
幼保一元化と子育て支援　４．幼児期における人間力の形成

奥山　英男（竹早教員保育士養成所所長）
河野　紀之（竹早教員保育士養成所教務部長）
渡辺　和弘（竹早教員保育士養成所専任教員）
畠山　範子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
相澤千枝子（竹早教員保育士養成所専任教員）

東京都文京区 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年7月3日

平21-
40024-
00004号

03-3811-7251
http://www.takehaya.a
c.jp

草苑保育専門学校 現代教育論

最近の教育事情、最近の子どもの姿・生活と理解、学習指導要領
の改訂の動向と趣旨、組織体としての学校のマネジメントと課題
などの講義を通して教職についての考察、子どもの変化、教育政
策の動き、学校の内外における連携協力について理解を図り、教
員としての資質向上を目指す。

清野佶成(明治学院大学非常勤講師、秀明大学特
任教授、女子栄養大学非常勤講師、草苑保育専門
学校教務顧問）
宮本紀夫（三鷹市総合教育センタースーパーバイ
ザー、町田・西東京市特別支援教育課指導員）

東京都豊島区 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1日～
平成21年7月20日

平21-
40025-
00130号

03-3953-4016 http://www.soen.ac.jp

草苑保育専門学校 現代教育論

最近の教育事情、最近の子どもの姿・生活と理解、学習指導要領
の改訂の動向と趣旨、組織体としての学校のマネジメントと課題
などの講義を通して教職についての考察、子どもの変化、教育政
策の動き、学校の内外における連携協力について理解を図り、教
員としての資質向上を目指す。

清野佶成(明治学院大学非常勤講師、秀明大学特
任教授、女子栄養大学非常勤講師、草苑保育専門
学校教務顧問）
宮本紀夫（三鷹市総合教育センタースーパーバイ
ザー、町田・西東京市特別支援教育課指導員）

東京都豊島区 12時間
平成21年12月23日～
平成21年12月24日

12,000円 80人
平成21年10月1日～
平成21年11月30日

平21-
40025-
00131号

03-3953-4016 http://www.soen.ac.jp

草苑保育専門学校 現代教育論

最近の教育事情、最近の子どもの姿・生活と理解、学習指導要領
の改訂の動向と趣旨、組織体としての学校のマネジメントと課題
などの講義を通して教職についての考察、子どもの変化、教育政
策の動き、学校の内外における連携協力について理解を図り、教
員としての資質向上を目指す。

清野佶成(明治学院大学非常勤講師、秀明大学特
任教授、女子栄養大学非常勤講師、草苑保育専門
学校教務顧問）
宮本紀夫（三鷹市総合教育センタースーパーバイ
ザー、町田・西東京市特別支援教育課指導員）

東京都豊島区 12時間
平成22年3月20日～
平成22年3月21日

12,000円 80人
平成22年1月8日～
平成22年3月13日

平21-
40025-
00132号

03-3953-4016 http://www.soen.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）

神奈川県横浜市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00063号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00064号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00070号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県横浜市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00071号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00078号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県横浜市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00079号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00084号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

25 / 38 ページ

http://www.takehaya.ac.jp/�
http://www.soen.ac.jp/�
http://www.soen.ac.jp/�
http://www.soen.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�


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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

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）

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

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00085号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県横浜市
A

12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00090号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00091号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県横浜市
B

12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00092号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県大磯町 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00099号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

神奈川県横浜市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00101号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

鎌倉女子大学 教育の最新事情

　子どもを取り巻く社会状況の変化は、子どもの心身の発達や生
活に様々な影響をもたらしている。そして、これらの子どもを巡る
様々な変化は学校・教員に新たな役割・課題を求めている。最新
の教育学・心理学・脳科学の知見、教育関係法規・学習指導要領
の改正に伴う教育改革の動向を視座におき、学校の内外におけ
る連携・協働を図る新しい教育のあり方を考える。必要により、校
種を分けて、それぞれのニーズに対応した講義・演習も進める。

鈴木　洋（鎌倉女子大学短期大学部教授、鎌倉女子
大学初等部長）
渡邉　眞一（初音ヶ丘幼稚園長、横浜国立大学非常
勤講師、神奈川県私立幼稚園連合会長）
米山　弘（児童学部・大学院児童学研究科教授）
當島　茂登（児童学部・大学院児童学研究科教授）
松田　広則（児童学部・大学院児童学研究科准教
授）
塚田　稔（玉川大学脳科学研究所副所長、家政学部
非常勤講師）
柴山　真琴（児童学部・大学院児童学研究科教授）
吉田　武（児童学部教授）
岸井　慶子（鎌倉女子大学短期大学部教授）
渡邊　直美（川崎市教育委員会総務部参事）
沢田　明（台東区立浅草小学校長、東京都学校安全
教育研究会長）
神宮寺　みさ子（児童学部講師）

神奈川県鎌倉市
12時間

40分
平成21年 8月 6日～
平成21年 8月 7日

12,000円 260人
平成21年 5月  1日～
平成21年 5月 31日

平21-
30253-
00015号

0467-44-2164
http://www.kamakura-
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

鎌倉女子大学 教育の最新事情

　子どもを取り巻く社会状況の変化は、子どもの心身の発達や生
活に様々な影響をもたらしている。そして、これらの子どもを巡る
様々な変化は学校・教員に新たな役割・課題を求めている。最新
の教育学・心理学・脳科学の知見、教育関係法規・学習指導要領
の改正に伴う教育改革の動向を視座におき、学校の内外におけ
る連携・協働を図る新しい教育のあり方を考える。必要により、校
種を分けて、それぞれのニーズに対応した講義・演習も進める。

鈴木　洋（鎌倉女子大学短期大学部教授、鎌倉女子
大学初等部長）
渡邉　眞一（初音ヶ丘幼稚園長、横浜国立大学非常
勤講師、神奈川県私立幼稚園連合会長）
米山　弘（児童学部・大学院児童学研究科教授）
當島　茂登（児童学部・大学院児童学研究科教授）
松田　広則（児童学部・大学院児童学研究科准教
授）
塚田　稔（玉川大学脳科学研究所副所長、家政学部
非常勤講師）
柴山　真琴（児童学部・大学院児童学研究科教授）
吉田　武（児童学部教授）
岸井　慶子（鎌倉女子大学短期大学部教授）
渡邊　直美（川崎市教育委員会総務部参事）
沢田　明（台東区立浅草小学校長、東京都学校安全
教育研究会長）
神宮寺　みさ子（児童学部講師）

神奈川県鎌倉市
12時間

40分
平成21年 8月17日～
平成21年 8月18日

12,000円 220人
平成21年 5月  1日～
平成21年 5月 31日

平21-
30253-
00016号

0467-44-2164
http://www.kamakura-
u.ac.jp

鎌倉女子大学 教育の最新事情

　中学校・高等学校の生徒を取り巻く社会状況の変化は、学校・
家庭・地域に様々な影響をもたらしている。その結果、これらの生
徒を巡る学習指導・生徒指導上の問題は多様化し、学校・教員に
新たな対応と課題が求められている。最新の教育学・心理学・脳
科学の知見、教育関係法規・学習指導要領の改正、PISAの学力
観に伴う教育改革の動向を視座におき、情報化社会への対応、
学校の内外における連携・協働を図る新しい教育のあり方を探
る。

伊住　彰三（児童学部教授、鎌倉女子大学中等部
長、鎌倉女子大学高等部長）
遠藤　隆二（児童学部教授）
新井　良保（児童学部・大学院児童学研究科教授）
松田　広則（児童学部・大学院児童学研究科准教
授）
塚田　稔（玉川大学脳科学研究所副所長、家政学部
非常勤講師）
蔦澤　元晴（児童学部教授）
高垣　マユミ（児童学部・大学院児童学研究科教授）
内藤　昌孝（児童学部教授）
片倉　昭子（児童学部教授）
山﨑　久男（神奈川県教育委員会高相津久井教育
事務所長）
生越　詔二（八洲学園大学教授）

神奈川県鎌倉市
12時間

40分
平成21年 8月6日～
平成21年 8月7日

12,000円 170人
平成21年 5月  1日～
平成21年 5月 31日

平21-
30253-
00017号

0467-44-2164
http://www.kamakura-
u.ac.jp

鎌倉女子大学 教育の最新事情

　中学校・高等学校の生徒を取り巻く社会状況の変化は、学校・
家庭・地域に様々な影響をもたらしている。その結果、これらの生
徒を巡る学習指導・生徒指導上の問題は多様化し、学校・教員に
新たな対応と課題が求められている。最新の教育学・心理学・脳
科学の知見、教育関係法規・学習指導要領の改正、PISAの学力
観に伴う教育改革の動向を視座におき、情報化社会への対応、
学校の内外における連携・協働を図る新しい教育のあり方を探
る。

伊住　彰三（児童学部教授、鎌倉女子大学中等部
長、鎌倉女子大学高等部長）
遠藤　隆二（児童学部教授）
新井　良保（児童学部・大学院児童学研究科教授）
松田　広則（児童学部・大学院児童学研究科准教
授）
塚田　稔（玉川大学脳科学研究所副所長、家政学部
非常勤講師）
蔦澤　元晴（児童学部教授）
高垣　マユミ（児童学部・大学院児童学研究科教授）
内藤　昌孝（児童学部教授）
片倉　昭子（児童学部教授）
山﨑　久男（神奈川県教育委員会高相津久井教育
事務所長）
生越　詔二（八洲学園大学教授）

神奈川県鎌倉市
12時間

40分
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  1日～
平成21年 5月 31日

平21-
30253-
00018号

0467-44-2164
http://www.kamakura-
u.ac.jp

神奈川県立保健福
祉大学

教育の最新事情

本講習は、養護教諭を対象に①学校及び子どもを取り巻く社会環
境の変化、子ども観と教育観の歴史的変遷からみる教職観、②
子どもの発達を巡る諸科学の新しい知見と新しい課題という視点
からの子ども理解、③学習指導要領の改訂を軸とした教育課程
の改革と法的整備について、国内外の動向を踏まえて考察する
教育改革の動向、④学校中心主義の克服、学校開放化と危機管
理等を中心とした学校・地域・家庭の連携協力体制の構築を主な
内容とする。

金　龍哲（保健福祉学部教授） 神奈川県横浜市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

12,000円 60人
平成21年5月8日～
平成21年5月22日

平21-
20020-
00059号

045-366-5800 http://www.kuhs.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）

富山県富山市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00081号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

富山県富山市 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00098号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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12月19日～
平成21年12月20日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00103号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/
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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県福井市 12時間
平成21年7月28日～
平成21年7月29日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00218号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県小浜市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00219号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県福井市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00220号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県福井市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00221号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県福井市 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 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00222号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県小浜市 12時間
平成21年12月24日～
平成21年12月25日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00223号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

福井大学
教育実践と教育改革Ⅰ
（教育の最新事情）

○「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」の四つの論点について、資料と具
体的な事例の記録に基づいて検討するとともに、小グループで考
察を深める。
○4つのうち一つの事項に関わっては、自身のこれまでの実践と
関わらせてより現実と深く関わらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し交流する報告会を設定する。

寺岡　英男（大学院教育学研究科教授）
松木　健一（大学院教育学研究科教授）
柳澤　昌一（大学院教育学研究科教授）
森　　透（大学院教育学研究科教授）

福井県福井市 12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 120人
平成21年 4月 1日～
平成21年 5月22日

平21-
10039-
00224号

0776-27-8027
http://www.u-
fukui.ac.jp/

山梨学院大学・山
梨学院短期大学

免許状更新必修講習

テーマを「現代的な子ども観、教育観についての省察」「学校をめ
ぐる親・子ども・教員の状況変化」「子どもの心理的発達とカウン
セリング＊」「子どもの生活変化と子ども理解＊」「教育課程の創
造と改革＊」「教育改革の動向」「学校内外での連携教育の促進
と教師の同僚性」「学校における危機管理の課題」の８項目にとり
まとめ、法令基準の内容を包括的に実施する。一部（＊印）を発
達段階（幼児・初等教育、中等教育）別とする。

三神敬子（保育科教授）
田中智志（経営情報学部教授）
天沼英雄（現代ビジネス学部教授）
志村欣一（法学部教授）
山内紀幸（保育科教授）
野中弘敏（保育科准教授）
遠藤清香（社会科学研究科非常勤講師）（注：倉澤
清香：旧姓使用）
山本紘典（法学部非常勤講師）
小林智芳（保育科非常勤講師）

山梨県甲府市 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1日～
平成21年6月30日

平21-
91910-
00055号

055-224-1312 http://www.ygu.ac.jp/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

教育観、子ども観等、教師としての省察から具体的な教育実践に
ついて、文化情報管理が進む博物館等の活用、新たな課題と
なっている著作権や個人情報等について考察するとともに教師に
求められる実践的指導力と確かな理論に基づく専門性を向上す
るために、現代社会における親と子の心理的理解を図ることや、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方について等、
具体的な教育実践を例にして考察する。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋　正司（教職課程教授）
井上　　透（国立科学博物館広報・情報サービス部
参与、岐阜女子大学特別客員教授）
坂井　知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
服部　　晃（文化創造学部教授）
青戸　泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

岐阜県岐阜市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 50人
平成21年2月6日～
平成21年6月15日

平21-
30311-
00019号

058-229-2211
http://www.gijodai.jp
/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

教育観、子ども観等、教師としての省察から具体的な教育実践に
ついて、文化情報管理が進む博物館等の活用、新たな課題と
なっている著作権や個人情報等について考察するとともに教師に
求められる実践的指導力と確かな理論に基づく専門性を向上す
るために、現代社会における親と子の心理的理解を図ることや、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方について等、
具体的な教育実践を例にして考察する。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋　正司（教職課程教授）
井上　　透（国立科学博物館広報・情報サービス部
参与、岐阜女子大学特別客員教授）
坂井　知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
服部　　晃（文化創造学部教授）
青戸　泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

岐阜県高山市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月15日

平21-
30311-
00020号

058-229-2211
http://www.gijodai.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

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）

静岡県浜松市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00080号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

静岡県浜松市 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00095号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

愛知学院大学 教育の最新事情

　学校をめぐる教育状況の現状と動向をふまえ、課題解決に必要
な「教師力」の向上をめざすことを目的とし、子ども理解の理論と
方法原理、教育改革や政策のねらい、家庭・社会との協力のあり
方についての役立つ知見を獲得させる。

高木　靖文　（教養部教授）
二宮　克美　（総合政策学部教授）
竹市　良成　（総合政策学部教授）
井上　知則　（教養部教授）

愛知県日進市 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11日～
平成21年6月12日

平21-
30329-
00006号

0561-73-1111 http://www.agu.ac.jp

名古屋市教育委員
会

名古屋市教育委員会教員免許状更
新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心とす
る。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚性の形
成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題の理解、教
育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。また、教育的愛情
等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事項も取り上
げ、講義及び演習を通して１２時間実施する。受講対象は、名古
屋市立幼稚園・小学校の全教員と、養護教員とする。

鈴木　良隆（名古屋市教育委員会指導室長）
川北貴之（名古屋市教育センター研究調査部長）
寺﨑敏博（名古屋市教育センター研修部長）
青山欽一（名古屋市教育センター相談部長）
西野仁雄（名古屋市立大学学長）
山田　明（名古屋市立大学人間文化研究科教授）
丹羽　孝（名古屋市立大学人間文化研究科教授）

愛知県名古屋市 12時間 平成21年8月3日,8月4日 12000円 200人
平成21年2月6日～
平成21年2月20日

平21-
50057-
00258号

052-683-6406
http://www.kyosen.ac.
nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委員
会

名古屋市教育委員会教員免許状更
新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心とす
る。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚性の形
成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題の理解、教
育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。また、教育的愛情
等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事項も取り上
げ、講義及び演習を通して１２時間実施する。受講対象は、名古
屋市立幼稚園・小学校の全教員と、養護教員とする。

鈴木　良隆（名古屋市教育委員会指導室長）
川北貴之（名古屋市教育センター研究調査部長）
寺﨑敏博（名古屋市教育センター研修部長）
青山欽一（名古屋市教育センター相談部長）
西野仁雄（名古屋市立大学学長）
山田　明（名古屋市立大学人間文化研究科教授）
丹羽　孝（名古屋市立大学人間文化研究科教授）

愛知県名古屋市 12時間
平成21年8月19日,8月20
日 12000円 200人

平成21年2月6日～
平成21年2月20日

平21-
50057-
00259号

052-683-6406
http://www.kyosen.ac.
nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委員
会

名古屋市教育委員会教員免許状更
新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心とす
る。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚性の形
成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題の理解、教
育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。また、教育的愛情
等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事項も取り上
げ、講義及び演習を通して１２時間実施する。受講対象は、名古
屋市立中学校・特別支援学校・高等学校の全教員とする。

寺﨑敏博（名古屋市教育センター研修部長）
青山欽一（名古屋市教育センター相談部長）
鈴木　良隆（名古屋市教育委員会指導室長）
川北貴之（名古屋市教育センター研究調査部長）
松村文人（名古屋市立大学経済学研究科教授）
西野仁雄（名古屋市立大学学長）
徳山美津恵（名古屋市立大学経済学研究科准教
授）

愛知県名古屋市 12時間 平成21年8月3日,8月4日 12000円 170人
平成21年2月6日～
平成21年2月20日

平21-
50057-
00260号

052-683-6406
http://www.kyosen.ac.
nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委員
会

名古屋市教育委員会教員免許状更
新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心とす
る。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚性の形
成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題の理解、教
育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。また、教育的愛情
等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事項も取り上
げ、講義及び演習を通して１２時間実施する。受講対象は、名古
屋市立中学校・特別支援学校・高等学校の全教員とする。

寺﨑敏博（名古屋市教育センター研修部長）
青山欽一（名古屋市教育センター相談部長）
鈴木　良隆（名古屋市教育委員会指導室長）
川北貴之（名古屋市教育センター研究調査部長）
赤嶺　淳（名古屋市立大学人間文化研究科教授）
西野仁雄（名古屋市立大学学長）
徳山美津恵（名古屋市立大学経済学研究科准教
授）

愛知県名古屋市 12時間
平成21年8月19日,8月20
日 12000円 170人

平成21年2月6日～
平成21年2月20日

平21-
50057-
00261号

052-683-6406
http://www.kyosen.ac.
nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委員
会

名古屋市教育委員会教員免許状更
新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心とす
る。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚性の形
成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題の理解、教
育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。また、社会性や対
人関係能力に関する事項も取り上げ、講義及び演習を通して１２
時間実施する。受講対象は、名古屋市立幼・小・中・特別支援・高
等学校の全教員と養護教員とする。

山田久義（愛知教育大学教育学部特任教授）
千頭　聡（日本福祉大学国際福祉開発学部教授）
江口昇勇（愛知学院大学心身科学部教授）
川北貴之（名古屋市教育センター研究調査部長）
野田敦敬（愛知教育大学教育学部教授）
中越敏文（愛知教育大学教育学部准教授）
寺﨑敏博（名古屋市教育センター研修部長）

愛知県名古屋市 12時間
平成21年6月13日,
平成21年6月20日

12000円 250人
平成21年2月6日～
平成21年2月20日

平21-
50057-
00262号

052-683-6406
http://www.kyosen.ac.
nagoya-c.ed.jp

皇學館大学

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
内外における連携協力についての
理解

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊重」な
ど、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標として規定さ
れた。本学はこの趣旨に合った教育を実践していることから、今
般開設する更新講習については改正法に沿った内容を展開す
る。
内容は「現代の学校教育」「発達障害児の理解とアセスメント」「教
育基本法の改正と学習指導要領の改訂」「学校教育方針の推進
と保護者・地域社会の教育ニーズについて」など。

大串　兎紀夫(教育学部教授)
深草　正博(教育学部教授)
市川　千秋(文学部教授)
太田　正巳(社会福祉学部教授)
池田　哲之(鹿児島女子短期大学児童教育学科教
授)
新田　均(文学部教授)
疋田　勇(伊勢市教育委員会教育長)
中村　正昭(学生部教職支援室長)
大藪　康雄(公立学校共済組合津宿泊所支配人)

三重県伊勢市 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13日～
平成21年5月20日

平21-
30369-
00051号

0596-22-6049
http://www.kogakkan-
u.ac.jp

皇學館大学

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
内外における連携協力についての
理解

改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊重」な
ど、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標として規定さ
れた。本学はこの趣旨に合った教育を実践していることから、今
般開設する更新講習については改正法に沿った内容を展開す
る。
内容は「学校を巡る状況変化」「発達障害児の理解とアセスメン
ト」「教育基本法の改正と学習指導要領の改訂」「学校経営と教育
方針の推進と保護者・地域との連携」など。

高橋　史朗(明星大学人文学部教授)
大串　兎紀夫(教育学部教授)
市川　千秋(文学部教授)
太田　正巳(社会福祉学部教授)
池田　哲之(鹿児島女子短期大学児童教育学科教
授)
新田　均(文学部教授)
大島　謙(皇學館中学校・高等学校校長)
中村　正昭(学生部教職支援室長)

三重県四日市市 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5月13日～
平成21年5月20日

平21-
30369-
00052号

0596-22-6049
http://www.kogakkan-
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

鈴鹿短期大学 免許状講習必修講習

全教員を対象とし、教育基本法や指導要領等をもとに教職の使
命や役割についての理解を深め、臨床心理学、発達心理学や教
育学の知見を元に子どもへの理解を深め、実践へと役立てる視
点を得ることを目的とする。さらに、危機管理等を考慮した開かれ
た学校づくりのあり方についても考えていく。

伊藤康明（特任教授）
岩田昌子（特任助教）
後藤誠光（非常勤講師）
長澤貴（助教）

三重県鈴鹿市 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6月1日～
平成21年6月30日

平21-
35228-
00267号

059-378-1020
http://www.suzuka-
jc.ac.jp

京都外国語大学
子どもたちが輝く授業を創りましょう
～
教育をより理解するための講座

以下の内容を本講習･必修の目的とする。
①近年の教育政策の方向性を教育現場の実態に即して理解す
る。
②受講者自身の教科・科目の専門を超えた、他のさまざまな教育
領域の最新の動向について理解する。
③教育方法及び生徒指導の原理を再確認し、さらに新知見につ
いて知る。
④教育とICTのかかわりに関する最新の知見を知り、その技術の
一端を身につける。
⑤①～④をもとに受講者自身の教育観を構築する。
受講対象者は、中学校・高等学校を中心とした教諭を対象とす
る。

奥川　義尚（外国語学部　教授）
福井　直秀（外国語学部　教授）
梶川　裕司（外国語学部　教授）
村上　正行（外国語学部　准教授）
枝元　益祐（外国語学部　講師）

京都府京都市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 70人
平成21年5月7日～
平成21年5月21日

平21-
30381-
00025号

075-322-6764 http://www.kufs.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）

大阪府大阪市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00067号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

大阪府大阪市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00075号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

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

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00086号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

大阪府大阪市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00100号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

大阪市立大学 教育の最新事情

文部科学省の定める4事項、8細目を網羅しつつそれらを再構成
し、近年の学校と社会をめぐる状況の変化、社会と連携したキャ
リア教育の課題、新しい学習観と保護者・地域社会との連携、教
員に対する社会的要請とコミュニケーション、「軽度発達障害」の
子どもたちへのカウンセリング、特別支援教育と学級づくり、道徳
と特別活動、日本を含む教育改革の国際動向、学校における個
人情報の適正な管理、学校内外における児童生徒の安全確保、
などについて多角的に講義する。

堀内　達夫（文学研究科教授）
添田　晴雄（文学研究科准教授）
赤井　俊夫（大阪市教育委員会資質向上推進指導
員）
三船　直子（生活科学研究科准教授）
湯浅　恭正（文学研究科教授）
横山　強（大阪府教育委員会主任指導主事）
濱崎　年久（大阪府教育委員会指導主事）

大阪府大阪市 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3月1日～
平成21年4月30日

平21-
20042-
00138号

06-6605-3504
http://www.osaka-
cu.ac.jp/

四天王寺大学 教育の最新事情

本講習は小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭を対象とした、必修
となる教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動
向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事
項をすべて含めた内容である。教員養成課程において教職科目
を担当している教員を中心に担当する。講義、演習、討論という
形式により2日間連続して実施する。

碓井　岑夫(学長　教育学部学部長教授）
藤田　博誠(羽曳野市教育委員会教育長)
北岡　宏章(教育学部教授)
植田　義幸(教育学部准教授)
茂木　洋(人文社会学部准教授)
八木　成和(教育学部准教授)
広瀬　香織(人文社会学部講師）
林　勲（教育学部教授)
塩見　能和（非常勤講師）

大阪府羽曳野市 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29日

平21-
30437-
00001号

072-956-3345
http://www.shitennoji
.ac.jp/ibu/

四天王寺大学 教育の最新事情

本講習は小学校教諭・幼稚園教諭・養護教諭を対象とした、必修
となる教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動
向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事
項をすべて含めた内容である。教員養成課程において教職科目
を担当している教員を中心に担当する。講義、演習、討論という
形式により2日間連続して実施する。

碓井　岑夫(学長　教育学部学部長教授）
藤田　博誠(羽曳野市教育委員会教育長)
北岡　宏章(教育学部教授)
植田　義幸(教育学部准教授)
茂木　洋(人文社会学部准教授)
八木　成和(教育学部准教授)
広瀬　香織(人文社会学部講師）
林　勲（教育学部教授)
塩見　能和（非常勤講師）

大阪府羽曳野市 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5月1日～
平成21年5月29日

平21-
30437-
00002号

072-956-3345
http://www.shitennoji
.ac.jp/ibu/
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平成２１年度（第１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

大阪千代田短期大
学

子どもの発達課題に即した教育指導
―家庭・幼稚園・学校・地域の連携
の中で―

　急激な社会情勢の変化は子育てに大きな影響を与えています。
幼稚園や学校への期待も高まり、その役割も拡大、変化してきて
います。ここでは、教育改革の動向をふまえ、「気になる子ども」へ
の配慮、家庭・幼稚園・学校・地域の連携の実際を学び、子どもの
発達に根ざした教育活動について考えていきます。

廣木克之（幼児教育科教授）
中出英子（総合コミュニケーション学科准教授）
広川律子（幼児教育科教授）
窪田知子（幼児教育科講師）
西田哲（大阪府河内長野市教育委員会主幹指導主
事）
掛水一信（大阪府河内長野市教育委員会指導主
事）
山本敏貢（幼児教育科教授）
亀井靖夫（大阪教育大学特別参与）

大阪府河内長野
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7月31日

平21-
35267-
00139号

0721-52-4141
http://chiyoda.ac.jp/
college/

大阪千代田短期大
学

子どもの発達課題に即した教育指導
―家庭・幼稚園・学校・地域の連携
の中で―

　急激な社会情勢の変化は子育てに大きな影響を与えています。
幼稚園や学校への期待も高まり、その役割も拡大、変化してきて
います。ここでは、教育改革の動向をふまえ、「気になる子ども」へ
の配慮、家庭・幼稚園・学校・地域の連携の実際を学び、子どもの
発達に根ざした教育活動について考えていきます。

廣木克之（幼児教育科教授）
中出英子（総合コミュニケーション学科准教授）
広川律子（幼児教育科教授）
窪田知子（幼児教育科講師）
西田哲（大阪府河内長野市教育委員会主幹指導主
事）
掛水一信（大阪府河内長野市教育委員会指導主
事）
山本敏貢（幼児教育科教授）
亀井靖夫（大阪教育大学特別参与）

大阪府河内長野
市

12時間
平成21年12月5日～
平成21年12月6日

12,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年11月15日

平21-
35267-
00140号

0721-52-4141
http://chiyoda.ac.jp/
college/

岡山理科大学 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。
○学習指導要領改訂を中心に、教育改革の変遷と動向について
理解を深める。
○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（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（資格取得支援・教職学芸員センター准教
授）
曽我 雅比児（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）

岡山県岡山市 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11日～
平成21年 7月10日

平21-
30495-
00014号

086-256-9703
http://www.ous.ac.jp/
kyousyoku/2002/koush.
htm

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）

広島県広島市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00082号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

広島県広島市 12時間
平成21年11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00096号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

安田女子大学 幼稚園教育の最新事情

１．教職についての考察：①幼稚園を巡る状況変化②専門職たる
幼稚園教諭の役割
２．子どもの変化についての理解：①子どもの発達に関する課題
②子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導のあり方
３．教育政策の動向についての理解：①幼稚園教育要領改訂等
の動向②法令改正、国の審議会の状況
４．幼稚園の内外での連携協力についての理解：①各種課題に
対する組織的対応の在り方②幼稚園における危機管理上の課題

西川　ひろ子（文学部准教授）
大園　隆久（文学部教授）
寺本　達志（広島市教育委員会学校教育部
                  企画課指導主事（学校安全））

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 40人
平成21年3月2日～
平成21年5月30日

平21-
30520-
00007号

082-878-8178
http://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 小学校教育の最新事情

小学校教員としての必要な資質能力がより向上するよう、「教職
についての省察や子どもの変化、教育政策の動向並びに学校内
外の連携協力に関する理解」のすべての項目について、最新事
情を踏まえて、重点化しながら、講義・演習を行う。

大園　隆久（文学部教授）
山邊　光宏（文学部教授）
寺本　達志（広島市教育委員会学校教育部
                  企画課指導主事（学校安全））

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 90人
平成21年3月2日～
平成21年5月30日

平21-
30520-
00008号

082-878-8178
http://www.yasuda-
u.ac.jp/

安田女子大学 中学校・高等学校教育の最新事情

専門職としての教員の役割や学習指導要領の改訂等の動向を踏
まえた学習指導のあり方、特別支援教育に関する課題等を含む
子どもの発達に関する理解やカウンセリングマインドの必要性、
キャリア教育の動向、学校における危機管理に関する課題等を
含む学校内外での連携協力についての理解、等について解説す
る。

山邊　光宏（文学部教授）
伊藤　拓（文学部准教授）
堂野　恵子（文学部教授）
田中　秀利（共通教育部教授、
                 キャリアセンター長）
片上　宗二（文学部教授）
岩田　高明（文学部教授）
水野　善親（非常勤講師、
                  安田女子中学高等学校校長）

広島県広島市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 90人
平成21年3月2日～
平成21年5月30日

平21-
30520-
00009号

082-878-8178
http://www.yasuda-
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）

福岡県福岡市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00068号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/
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平成２１年度（第１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

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）

福岡県福岡市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00088号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

寺嶋浩介（教育学部准教授）
柳田泰典（教育学部教授）
楠山　研（教育学部助教）
香田公裕（教育学研究科講師）

長崎県長崎市 12時間
平成21年7月11日～
平成21年7月12日

12,000円 100人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00141号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

寺嶋浩介（教育学部准教授）
宮崎正明（教育学部教授）
楠山　研（教育学部助教）
松尾敏彦（教育学研究科講師）

長崎県長崎市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00142号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
原田純治（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
香田　公裕（教育学研究科講師）

長崎県長崎市 12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 100人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00143号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
井口　均（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
中田富士男（教育学研究科講師）

長崎県諫早市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00144号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
朝長昌三（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
久松邦夫（教育学部客員教授）

長崎県諫早市 12時間
平成21年7月18日～
平成21年7月19日

12,000円 100人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00145号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
笹山龍太郎（教育学研究科准教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
中田富士男（教育学研究科講師）

長崎県大村市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00146号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
柳田泰典（教育学部教授）
楠山 研（教育学部助教）
香田公裕（教育学研究科講師）

長崎県諫早市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00147号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

寺嶋浩介（教育学部准教授）
村田義幸（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
久松邦夫（教育学部客員教授）

長崎県佐世保市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00148号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
宮崎正明（教育学部教授）
楠山　研（教育学部助教）
松尾敏彦（教育学研究科講師）

長崎県佐世保市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00149号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
原田純治（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
香田公裕（教育学研究科講師）

長崎県佐世保市 12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 100人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00150号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
井口　均（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
中田富士男（教育学研究科講師）

長崎県五島市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00151号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
朝長昌三（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
久松邦夫（教育学部客員教授）

長崎県南松浦郡
新上五島町

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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00152号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

地頭薗健司（教育学部教授）
笹山龍太郎（教育学研究科准教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
中田富士男（教育学研究科講師）

長崎県壱岐市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00153号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎大学
学校を巡る教育事情及び子どもの
変化に対応した取組

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
他の動向）、学校の内外における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）、の４つの事項について考察する。

寺嶋浩介（教育学部准教授）
村田義幸（教育学部教授）
呉屋　博（教育学部准教授）
久松邦夫（教育学部客員教授）

長崎県対馬市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 100人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
10076-
00154号

095-819-2872
http://www.nagasaki-
u.ac.jp

長崎純心大学 教育の最新事情

現代社会における子どもの変化とその学校における状況、学習
指導要領改訂・義務教育制度の見直し等教育政策の動向など教
育の最新事情について講義する。講義項目は「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
織的対応のあり方」「学校におけ危機管理上の課題」の８項目で
ある。

荒木慎一郎（人文学部教授）
松本和昭（人文学部准教授）
藤原珠江（人文学部教授）
吉武久美子（人文学部教授）
石田憲一（人文学部教授）
坂本雅彦（人文学部教授）

長崎県長崎市 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2月6日～
平成21年3月31日

平21-
30569-
00155号

095-846-0084
http://www.n-
junshin.ac.jp/

長崎短期大学 現代初等教育の課題と対策

①現代っ子の実態と教育について、子どもの問題点とその指導
法、保護者対応等の観点から概説する。　②現代の子育てと保育
について、子育て支援機関等の実態に触れる。　③軽度発達障
害児の理解と指導についてLD、ADHDなどを例に挙げて講義す
る。　④現代教師論として、教師に求められているもの、教師間の
連携と組織力について触れる。　⑤教育政策の動向について指
導要領を中心に概説する。

安部恵美子（教授）
森山禎也（教授）
川原ゆかり（准教授）
宮崎正則（教授）

長崎県佐世保市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
35369-
00156号

0956-47-5566
http://www.njc.ac.jp/
contents/index.html

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）

熊本県熊本市 12時間
平成21年6月2日～
平成21年6月5日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
00069号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00083号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

熊本大学 教育の最新事情

1.学校教育をめぐる状況と子ども観・教育観について、統計資料
等を活用しながら国際的に比較検討する。2.アメリカの人格教育
との対比から我が国の道徳教育の課題を考察し、新学習指導要
領に対応した指導法を検討する。3.子どもの心身の変化に関する
最新の知見を学び、新学習指導要領を踏まえながら、具体的な
かかわり方を考える。４．子どもの発達に関する知識や今日的課
題を理解し、心理劇的方法を用いて体験してみる。

藤井　美保（教育学部准教授）
森野　美央（尚絅大学短期大学部幼児教育学科講
師）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
髙原　朗子（教育学部准教授）
堀　浩太郎（教育学部准教授）
菊池　哲平（教育学部准教授）
白石　陽一（教育学部准教授）
武田　慎一（東海大学教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　6月13日～
平成21年　6月14日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　4月30日

平21-
10077-
00033号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

①新自由主義政策化における地域（父母を含む）・学校の変化を
追いながら、子どもに対する教師のあり方を明らかにする。②各
種の障害特性や発達に関する最新の研究知見や子どもとの関わ
り方について紹介する。③教育改革の動向をふまえ、学習指導･
特別教育活動のあり方について考察する。④サリバンの対人関
係論および日常会話におけるノン・バーバルコミュミケーションの
歪みと心の病気について。

堀　浩太郎（教育学部准教授）
菊池　哲平（教育学部准教授）
白石　陽一（教育学部准教授）
武田　慎一（東海大学教授）
藤井　美保（教育学部准教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
仲田　陽一（教育学部教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　6月20日～
平成21年　6月21日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　5月 8日

平21-
10077-
00034号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

熊本大学 教育の最新事情

１． 学校教育をめぐる状況と子ども観・教育観について、統計資
料等を活用しながら国際的に比較検討する。
２． 子どもの発達について学ぶと共に、特別な支援が必要な児
童・生徒の特性や今日的課題について理解する。
３． 新学習指導要領と今求められる学力について理解するととも
に、子ども観・教育観や学力観について省察する。
４． 子どもを主人公にした「地域に開かれた学校づくり」をどう進
めるか、事例を紹介しながら講義する。

藤井　美保（教育学部准教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
仲田　陽一（教育学部教授）
小田　義隆（中九州短期大学専任講師）
古田　弘子（教育学部准教授）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
八ッ塚　一郎（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　7月11日～
平成21年　7月12日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　5月29日

平21-
10077-
00035号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

現代の教育に関わるトピックについて概説する。①現代の子ども
たちに必要不可欠なツールであるケータイ文化に対して、学校の
教師・大人はどう向き合うか。②特別支援教育の基盤である、多
様な子どもをとらえる視点について。③アメリカの人格教育との対
比から見える我が国の道徳教育の課題と新学習指導要領に対応
した指導法。④学校内部での対応や学外との連携に必要となる、
コミュニケーションと集団理解のための最新の心理学的知見。

小田　義隆（中九州短期大学専任講師）
古田　弘子（教育学部准教授）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
八ッ塚　一郎（教育学部准教授）
渡邊　あや（教育機能開発総合研究センター准教
授）
緒方　宏明（平成音楽大学教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）

熊本県熊本市 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10日～
平成21年　6月30日

平21-
10077-
00036号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

「A)学校を取り巻く状況及び学校に対するディマンドの変化と教員
に求められる資質」「B)子どもの問題行動と良好な人間関係の在
り方」「C)新学習指導要領と今求められる学力及び子ども観・教育
観と学力観」「D)子どもの発達に関する今日的課題と学校の内外
における連携協力」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。

渡邊　あや（教育機能開発総合研究センター准教
授）
緒方　宏明（平成音楽大学教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）
吉田　道雄（教育学部教授）
柴山　謙二（教育学部教授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
山下　雅彦 （東海大学教授）

熊本県熊本市 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10日～
平成21年　6月30日

平21-
10077-
00037号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

A:報道や世論調査結果の活用法、子ども理解の方法、不祥事防
止のための倫理観を高める方策について考える。B:子ども発達に
応じた居場所づくりと集団形成および、多様化に応じた学級づくり
と学級担任の役割を最近のカウンセリング心理学の観点から考
える。C:学習指導要領の改訂の経緯及び教育改革の動向等に関
する答申・報告書等について理解を深める。D:子どもの安全と子
育ての共同の観点から、PTAを含む 学校と保護者・地域社会の
新たな関係をどう築くかを考える。講義と質疑応答。

吉田　道雄（教育学部教授）
柴山　謙二（教育学部教授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
山下　雅彦 （東海大学教授）
藤田　泉（平成音楽大学音楽学部専任講師）
知久馬　義朗（教育学部教授）
豊田　憲一郎（九州ルーテル学院大学人文学部教
授）

熊本県天草市 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10日～
平成21年　6月30日

平21-
10077-
00038号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

①近年の学校状況変化の指摘に鑑み、子ども観、教員への社会
的要請についての省察を教育史的観点から行う。②社会構造の
変化に伴う心身両面の発育の変化（発達障害等を含む）、自立に
必要な能力の変化、絆の消失とそれらへの対処法を考える。③
改正法規の趣旨にも触れながら、新学習指導要領に示された基
礎的教養、言語活動、社会参画の学習充実をふまえて、学習指
導法及び子どもの意欲喚起の方策について考察する。④学校に
おける様々な危機管理の事例等をもとに、その対応について考
察し、理解を深めることを目指す。

藤田　泉（平成音楽大学音楽学部専任講師）
知久馬　義朗（教育学部教授）
豊田　憲一郎（九州ルーテル学院大学人文学部教
授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
廣田　佳彦（九州ルーテル学院大学人文学部教授）
八ッ塚　一郎（教育学部准教授）
萬羽　晴夫（教育学部准教授）
仲田　陽一（教育学部教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　8月21日～
平成21年　8月22日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　6月30日

平21-
10077-
00039号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

＜A＞では、教職についての省察に関して、具体的な事例として
「道徳」の時間の指導を契機に、教師と児童及び生徒のかかわり
について検討する。＜B＞では、最前線の心理学的な知見に基づ
いて、変化する子どもの現状を理解し、関わりのあり方を検討す
る。＜C＞では、学習指導要領の歴史を踏まえつつ、教育基本法
改正前後の教育政策について講義する。＜D＞では、子どもを主
人公にした「地域に開かれた学校づくり」をどう進めるか、事例を
紹介しながら講義する。

廣田　佳彦（九州ルーテル学院大学人文学部教授）
八ッ塚　一郎（教育学部准教授）
萬羽　晴夫（教育学部准教授）
仲田　陽一（教育学部教授）
堀　浩太郎（教育学部准教授）
知久馬　義朗（教育学部教授）
渡邊　あや（教育機能開発総合研究センター准教
授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　8月21日～
平成21年　8月22日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　6月30日

平21-
10077-
00040号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

①新自由主義政策化における地域（父母を含む）・学校の変化を
追いながら、子どもに対する教師のあり方を明らかにする。②社
会構造の変化に伴う心身両面の発育の変化（発達障害等を含
む）、自立に必要な能力の変化、絆の消失とそれらへの対処法を
考える。③新学習指導要領を踏まえ新たな学力観について検討
するとともに、近年の政策動向を概観する。④学校における様々
な危機管理の事例等をもとに、その対応について考察し、理解を
深めることを目指す。

堀　浩太郎（教育学部准教授）
知久馬　義朗（教育学部教授）
渡邊　あや（教育機能開発総合研究センター准教
授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
藤田　泉（平成音楽大学音楽学部専任講師）
柴山　謙二（教育学部教授）
藤中　隆久（教育学部准教授）

熊本県玉名市 12時間
平成21年　8月24日～
平成21年　8月25日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　7月15日

平21-
10077-
00041号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

A:近年の学校状況変化の指摘に鑑み，子ども観，教員への社会
的要請についての省察を教育史的観点から行う。B:子ども発達に
応じた居場所づくりと集団形成および，多様化に応じた学級づくり
と学級担任の役割を最近のカウンセリング心理学の観点から考
える。Ｃ:学習指導要領の改訂の経緯及び教育改革の動向等に関
する答申・報告書等について理解を深める。D:学校内外の連携を
考える。また，連携の際のコミュニケーションスキル，安全性，情
報セキュリティの重要性にも触れる予定である。講義と質疑応
答。

藤田　泉（平成音楽大学音楽学部専任講師）
柴山　謙二（教育学部教授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
藤中　隆久（教育学部准教授）
吉田　道雄（教育学部教授）
藤田　豊（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山城　千秋（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　8月26日～
平成21年　8月27日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　7月15日

平21-
10077-
00042号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

A)報道や世論調査結果の活用法、子ども理解の方法、不祥事防
止のための倫理観を高める方策について考える。B)脳科学や心
理学における発達研究の最新知見を整理し、 子どもの変化を踏
まえた発達・教育的課題を検討する。C)新学習指導要領と今求め
られる学力について理解するとともに、子ども観・教育観や学力
観について省察する。D）学社連携を中心に、学校と地域共同に
よる教育実践や関係性の構築について理解を深める。

吉田　道雄（教育学部教授）
藤田　豊（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山城　千秋（教育学部准教授）
藤中　隆久（教育学部准教授）
下坂　剛（中九州短期大学幼児保育学科専任講師）
白石　陽一（教育学部准教授）
永野　典詞（中九州短期大学専任講師）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　8月26日～
平成21年　8月27日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　7月15日

平21-
10077-
00043号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

熊本大学 教育の最新事情

①学校をめぐる最近の状況をふまえて、教員として必要な子ども
観・教育観等および倫理観について考察する。②子どもの発達心
理学に関する最新の知見をふまえて、子どもの居場所づくりの意
義、カウンセリングマインドの重要性について考察する。③教育改
革の動向をふまえて、子どもの学力・意欲を高める学習指導、生
きる力を育てる特別教育活動のあり方について考察する。④学校
と地域・保護者の連携、学校教育と社会福祉との連携について理
解を深め、両者の協力体制について考察する。

藤中　隆久（教育学部准教授）
下坂　剛（中九州短期大学幼児保育学科専任講師）
白石　陽一（教育学部准教授）
永野　典詞（中九州短期大学専任講師）
藤田　豊（教育学部准教授）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
髙原　朗子（教育学部准教授）

熊本県八代市 12時間
平成21年　8月28日～
平成21年　8月29日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　7月15日

平21-
10077-
00044号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

（１）近年の学校状況の変化を鑑み，子ども観，教員への社会的
要請についての省察を教育学的観点から行う。（２）脳科学や心
理学における発達研究の最新知見を整理し，子どもの変化を踏
まえた発達・教育的課題を検討する。（３）アメリカの人格教育との
対比から我が国の道徳教育の課題を考察し，新学習指導要領に
対応した指導法を検討する。（４）子どもの発達に関する知識や今
日的課題を理解し，心理劇的方法を用いて体験してみる。

木村　浩則（教育学部准教授）
藤田　豊（教育学部准教授）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
髙原　朗子（教育学部准教授）
干川　隆（教育学部教授）
吉田　道雄（教育学部教授）
山城　千秋（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年　9月12日～
平成21年　9月13日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　7月31日

平21-
10077-
00045号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

ａ）近年の学校状況の変化を鑑み、子ども観、教員への社会的要
請についての省察を教育学的観点から行う。
ｂ）子どもの発達と障害について、最近の国の動向にも触れなが
ら具体的な対応策について考える。
ｃ）教師に対する子どもの期待などを明らかにし、それに応える教
師行動の改善・向上法について考える。
ｄ）学社連携を中心に、学校と地域共同による教育実践や関係性
の構築について理解を深める。

木村　浩則（教育学部准教授）
干川　隆（教育学部教授）
吉田　道雄（教育学部教授）
山城　千秋（教育学部准教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山下　雅彦 （東海大学教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年10月10日～
平成21年10月11日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　8月28日

平21-
10077-
00046号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

A)報道や世論調査結果の活用法、子ども理解の方法、不祥事防
止のための倫理観を高める方策について考える。B)特別な支援
が必要な子どもの心理特性やその支援、カウンセリング・マインド
を持った関わり方について学ぶ。C)新学習指導要領と今求められ
る学力について理解するとともに、子ども観・教育観や学力観に
ついて省察する。D)子どもの安全と子育ての共同の観点から、
PTAを含む学校と保護者・地域社会の新たな関係をどう築くかを
考える。

吉田　道雄（教育学部教授）
髙原　朗子（教育学部准教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山下　雅彦 （東海大学教授）
廣田　佳彦（九州ルーテル学院大学人文学部教授）
肥後  祥治（教育学部准教授）
萬羽　晴夫（教育学部准教授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

12,000円 80人
平成21年　4月10日～
平成21年　9月30日

平21-
10077-
00047号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

①具体的な事例として「道徳」の時間を契機に、教師と児童及び
生徒との関わりについて理解を深める。②子どもたちの多様性を
心理学的側面から理解し、学級づくりや校内での支援連携のあり
方を学ぶ。③学習指導要領の歴史から、今日に至る道筋を明ら
かにしつつ、教育基本法の改正下の近年の教育政策の主たる傾
向について論じる。④学校における様々な危機管理の事例等をも
とに、その対応について考察し、理解を深めることを目指す。

廣田　佳彦（九州ルーテル学院大学人文学部教授）
肥後  祥治（教育学部准教授）
萬羽　晴夫（教育学部准教授）
馬場　啓夫（教育学部准教授）
吉田　道雄（教育学部教授）
緒方　宏明（平成音楽大学教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山口  昌澄（中九州短期大学幼児保育学科講師）

熊本県熊本市 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 80人
平成21年  4月 10日～
平成21年10月 30日

平21-
10077-
00048号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学 教育の最新事情

A)報道や世論調査結果の活用法、子ども理解の方法、不祥事防
止のための倫理観を高める方策について考える。B)子どもの問
題行動を発達・母子関係・家族といった視点から理解し、良好な
人間関係の在り方を検討する。C)新学習指導要領と今求められ
る学力について理解するとともに、子ども観・教育観や学力観に
ついて省察する。D)特別支援教育の対象となる児童・生徒への支
援方法や関わり方について、近年の知見に基づき学ぶ。

吉田　道雄（教育学部教授）
緒方　宏明（平成音楽大学教授）
中山　玄三（教育学部准教授）
山口  昌澄（中九州短期大学幼児保育学科講師）
藤井　美保（教育学部准教授）
森野　美央（尚絅大学短期大学部幼児教育学科講
師）
吉田　誠（尚絅大学文化言語学部講師）
髙原　朗子（教育学部准教授）

熊本県熊本市 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 80人
平成21年 4月 10日～
平成21年10月 30日

平21-
10077-
00049号

096-342-2516
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本県立大学 教育の最新事情とその理論的背景

今後求められる教育の役割を改めて把握し、それを教育実践へ
と展開できるようにするために、次の内容を扱います。50人2クラ
スでの開講です。①今後の社会における教育の機能と教師の役
割を考察する。②幼児児童生徒の発達を心理学的に明らかにし、
効果的指導へのアプローチを試みる。③新教育課程導入の経緯
や背景を分析し、それに則した学習指導を検討する。④開かれた
学校づくり、円滑な学校運営のための具体的方策を探る。

田中　宏尚（文学部教授）
石村　秀登（文学部准教授）
清水　包（熊本県立大学非常勤講師）
後藤　忠久（熊本県立大学非常勤講師）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

未定 100人
平成21年4月10日～
平成21年5月31日

平21-
20061-
00031号

096-383-2929
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本県立大学 教育の最新事情とその理論的背景

今後求められる教育の役割を改めて把握し、それを教育実践へ
と展開できるようにするために、次の内容を扱います。50人2クラ
スでの開講です。①今後の社会における教育の機能と教師の役
割を考察する。②幼児児童生徒の発達を心理学的に明らかにし、
効果的指導へのアプローチを試みる。③新教育課程導入の経緯
や背景を分析し、それに則した学習指導を検討する。④開かれた
学校づくり、円滑な学校運営のための具体的方策を探る。

田中　宏尚（文学部教授）
石村　秀登（文学部准教授）
清水　包（熊本県立大学非常勤講師）
後藤　忠久（熊本県立大学非常勤講師）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

未定 100人
平成21年4月10日～
平成21年5月30日

平21-
20061-
00032号

096-383-2929
http://www.pu-
kumamoto.ac.jp/

熊本学園大学 教育をめぐる現代的動向

  本講習では、必修領域として示された4項目についての理解を
深めるために、①「データからみる現代の学校」、②「専門職として
の教師の役割」、③「子どもの心理的発達の理解と学習指導」、④
「カウンセリングと子ども支援」、⑤「変容する日本の教育―教育
政策の動向―」、⑥「学校の内外における連携協力についての理
解」の6つのテーマを設定し、講義等を行う。受講者の多様なニー
ズに対応するため、本講習は、専門分野の異なる複数の教員（主
に本学教職課程専任教員）が担当する。

伊藤友子（外国語学部教授）
中村光伴（社会福祉学部准教授）
藤田祐介（商学部准教授）
軽部勝一郎（経済学部専任講師）
坂田傑（非常勤講師）

熊本県熊本市 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10日～
平成21年6月10日

平21-
30574-
00030号

096-364-5161内線
1194

http://www.kumagaku.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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

尚絅大学 社会の要請に応える教育のあり方

　次の点について概説し、考察する。①学校の状況変化、教育政
策の動向を踏まえた望まれる教員の資質・能力、教育愛の本質。
②子どもの心身の変化に関する最新の知見、新学習指導要領を
踏まえた具体的なかかわり方。③アメリカの人格教育との対比か
ら見える我が国の道徳教育の課題と新学習指導要領に対応した
指導法。④組織の一員としての行動のあり方、対人関係の重要
性、校内外の安全、情報セキュリティ。

佐澤　安廣（尚絅大学短期大学部教授）
森野　美央（尚絅大学短期大学部　講師）
吉田　誠　 （尚絅大学文化言語学部　講師）
篠原　弘章（尚絅大学文化言語学部　教授
（平成21年度就任予定））

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月27日～
平成21年8月28日

12,000円 100人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30576-
00058号

096-338-8840
http://www.shokei-
gakuen.ac.jp/univ/

崇城大学
教育の最新事情
ーそこから生じる課題とその解決
法ー

　より実学に基づいた講習にする為、単に含むべき事項を網羅し
た形で計画するだけではなく、各分野において実務経験のある人
材を採用し、机上論だけではない実学中心の講習を実施する。現
職教諭は法令研修、職階研修等の行政研修で理論を学んでおら
れるが、理論を現場で活かす場面設定に課題をもっておられるこ
とも多く、本講習ではこの課題にも事前に情報をキャッチし、具体
的な素材を用意して実学に近い型の講義内容を編成する。

柿塚純男（総合教育教授）
緒方　明（医療法人城ケ崎病院院長）
田中和敏（熊本県黒石原擁護学校校長）
新富康央（国学院大学教授）
春木　進（熊本日日新聞社論説委員会副委員長)
中島喜久（RKK報道局報道部制作委員）
竹原英治（熊本県立鹿本高等学校長）
原尾政輝（情報学部長）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12000円 100人
平成21年4月10日～
平成21年7月31日

平21-
30577-
00060号

096-326-3406
http://www.sojo-
u.ac.jp/

崇城大学
教育の最新事情
ーそこから生じる課題とその解決
法ー

　より実学に基づいた講習にする為、単に含むべき事項を網羅し
た形で計画するだけではなく、各分野において実務経験のある人
材を採用し、机上論だけではない実学中心の講習を実施する。現
職教諭は法令研修、職階研修等の行政研修で理論を学んでおら
れるが、理論を現場で活かす場面設定に課題をもっておられるこ
とも多く、本講習ではこの課題にも事前に情報をキャッチし、具体
的な素材を用意して実学に近い型の講義内容を編成する。

柿塚純男（総合教育教授）
緒方　明（医療法人城ケ崎病院院長）
田中和敏（熊本県黒石原擁護学校校長）
新富康央（国学院大学教授）
春木　進（熊本日日新聞社論説委員会副委員長
中島喜久（RKK報道局報道部制作委員）
竹原英治（熊本県立鹿本高等学校長）
原尾政輝（情報学部長）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12000円 100人
平成21年4月10日～
平成21年7月31日

平21-
30577-
00061号

096-326-3406
http://www.sojo-
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）

沖縄県沖縄市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
00072号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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11月24日～
平成21年11月27日
（18：00～21：00）

16,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00097号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

教育観、子ども観等、教師としての省察から具体的な教育実践に
ついて、文化情報管理が進む博物館等の活用、新たな課題と
なっている著作権や個人情報等について考察するとともに教師に
求められる実践的指導力と確かな理論に基づく専門性を向上す
るために、現代社会における親と子の心理的理解を図ることや、
国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方について等、
具体的な教育実践を例にして考察する。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋　正司（教職課程教授）
井上　　透（国立科学博物館広報・情報サービス部
参与、岐阜女子大学特別客員教授）
坂井　知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
服部　　晃（文化創造学部教授）
青戸　泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

沖縄県那覇市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月15日

平21-
30311-
00021号

058-229-2211
http://www.gijodai.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。（日本各地にて修了試
験を実施します。会場ごとの申込になりますので、本学ホーム
ページをご覧ください。）

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）

通信教育 12時間
平成21年4月2日　～
平成21年8月30日

12,000円 1,600人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
30006-
00104号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

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。（日本各地にて修了試
験を実施します。会場ごとの申込になりますので、本学ホーム
ページをご覧ください。）

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）

通信教育 12時間
平成21年10月1日　～
平成22年1月11日

12,000円 1,600人
平成21年7月1日～
平成21年9月30日

平21-
30006-
00105号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.j
p/

東北福祉大学 子どもを取りまく教育の今日的課題

1.教職についての省察
（1）学校を巡る状況変化（2）専門職たる教員の役割
2.子どもの変化についての理解
（1）子どもの発達に関する課題（2）子どもの生活の変化を踏まえ
た適切な指導のあり方
3.教育政策の動向についての理解
（1）学習指導要領改訂等の動向（2）その他の教育改革の動向
4.学校の内外での連携協力についての理解
（1）各種課題に対する組織的対応のあり方（2）学校における危機
管理上の課題
以上、教育に関する最新の事情について、レポートをまとめること
によって学習する。

寺下　明（東北福祉大学　教授　現職）
佐藤　善昭（東北福祉大学　准教授　現職） 通信教育 12時間

平成21年5月15日～
平成22年1月17日

12000円 1,000人
平成21年4月15日～
平成21年9月15日

平21-
30042-
00212号

022-233-2211
http://www.tfu.ac.jp/
tushin/index.html

聖徳大学 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）
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）

通信教育 12時間
平成21年5月20日　～
平成21年9月30日

12,000円 100人
平成21年4月13日～
平成21年4月27日

平20-
30114-
00269号

047-365-1200
http://www.seitoku.jp
/tk/
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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 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１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

放送大学 教育の最新事情

学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知的成果
を提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。それを学ぶこ
とによって教員一人ひとりが、教育現場において直面する諸問題
に対処していくための手法を自ら考え、積極的に実践していく力
のより一層の向上をめざす。教職の専門性と現代的役割、子ども
の変化と子ども理解、教育政策と学校改革、学校の危機管理と組
織マネージメント、社会の変化と学校教育を主な内容とする。

住田正樹（教授）
小川正人（教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
陣内靖彦（東京学芸大学教授）
今津孝次郎（名古屋大学教授）
無藤隆（白梅学園大学教授）
中釜洋子（東京大学教授）
緒方明子（明治学院大学教授）
市川伸一（東京大学教授）
小松郁夫（玉川大学教授）
伊藤亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
葉養正明（国立教育政策研究所教育政策・評価研
究部長）
坂田仰（日本女子大学准教授）
渡邉正樹（東京学芸大学教授）
藤田英典（国際基督教大学教授）

放送 12時間

平成21年7月15日～平成
21年8月17日,
平成21年8月22日～平成
21年8月23日（試験）

12,000円 3,500人
平成21年5月7日～
平成21年5月20日

平21-
30594-
00234号

043-276-5111(代)
http://www.u-
air.ac.jp

放送大学 教育の最新事情

学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知的成果
を提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。それを学ぶこ
とによって教員一人ひとりが、教育現場において直面する諸問題
に対処していくための手法を自ら考え、積極的に実践していく力
のより一層の向上をめざす。教職の専門性と現代的役割、子ども
の変化と子ども理解、教育政策と学校改革、学校の危機管理と組
織マネージメント、社会の変化と学校教育を主な内容とする。

住田正樹（教授）
小川正人（教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
陣内靖彦（東京学芸大学教授）
今津孝次郎（名古屋大学教授）
無藤隆（白梅学園大学教授）
中釜洋子（東京大学教授）
緒方明子（明治学院大学教授）
市川伸一（東京大学教授）
小松郁夫（玉川大学教授）
伊藤亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
葉養正明（国立教育政策研究所教育政策・評価研
究部長）
坂田仰（日本女子大学准教授）
渡邉正樹（東京学芸大学教授）
藤田英典（国際基督教大学教授）

放送 12時間

平成22年2月1日～平成
22年2月22日,
平成22年2月27日～平成
22年2月28日（試験）

12,000円 3,500人
平成21年11月5日～
平成21年11月18日

平21-
30594-
00235号

043-276-5111(代)
http://www.u-
air.ac.jp

桜美林大学 eラーニングによる教育の最新事情

いつでもどこからでも受講や認定試験の受験が可能なeラーニン
グにより、「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程についての理解を深め
ることを目指す。

佐々木　康成（文学部　講師）
川田　孝一（基盤教育院　講師）
井下　千以子（基盤教育院　教授）
茂木　俊彦（健康福祉学群　学群長・教授）
中野　早苗（コア教育センター　講師）
広瀬　隆雄（健康福祉学群　教授）
澤井　陽介（町田市教育委員会　副参事）
持田　晃（町田市教育委員会　指導主事）

インターネット 12時間
平成21年4月15日　～
平成22年4月12日

18,000円 5,000人
平成21年2月6日～
平成22年3月1日

平21-
30134-
00054号

042-797-9914
http://www.obirin.ac.
jp/unv/kyomen/

玉川大学 教育の最新事情

①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）、②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）、
③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、その他の教育改革の動向）、④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）について学習する。受講対象者は、小
学校教諭、中学校教諭とする。

和高　慶夫（教育学部准教授）
原田　眞理（教育学部准教授）
福本　みちよ（通信教育部講師）
北村　文夫（通信教育部講師）

通信教育 12時間
平成21年5月20日　～
平成22年1月24日

12,000円 80人
平成21年4月6日～
平成21年4月15日

平21-
30177-
00027号

042(739)8806
http://www.tamagawa.j
p/

東京未来大学
好きな時間に自宅で学べる
『最新の教育事情』

教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、財団法人私立大学通信教育協会によって作成され
た教材（『教育事情』）に沿って学んでいく。本学独自のインター
ネットによる通信教育課程のシステムを用いて、学びの手助けと
なる「学習の手引き」を提供したり、双方向のやりとりを行いなが
ら、進めていく。
◆認定試験は、全国13都市で開催（札幌・仙台・東京・横浜・名古
屋・大阪・福岡 　他）※詳細は本学ＨＰまで

光野　公司郎（こども心理学部准教授）
末藤　美津子（こども心理学部准教授）
皆川　順（こども心理学部教授）

通信教育 12時間
平成21年4月1日　～
平成21年6月30日

10,000円 250人
平成21年2月6日～
平成21年3月31日

平21-
30205-
00207号

03-5813-2525
http://www.tokyomirai
.ac.jp/

東京未来大学
好きな時間に自宅で学べる
『最新の教育事情』

教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、財団法人私立大学通信教育協会によって作成され
た教材（『教育事情』）に沿って学んでいく。本学独自のインター
ネットによる通信教育課程のシステムを用いて、学びの手助けと
なる「学習の手引き」を提供したり、双方向のやりとりを行いなが
ら、進めていく。
◆認定試験は、全国13都市で開催（札幌・仙台・東京・横浜・名古
屋・大阪・福岡 　他）※詳細は本学ＨＰまで

光野　公司郎（こども心理学部准教授）
末藤　美津子（こども心理学部准教授）
皆川　順（こども心理学部教授）

通信教育 12時間
平成21年7月1日　～
平成21年9月30日

10,000円 250人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30205-
00208号

03-5813-2525
http://www.tokyomirai
.ac.jp/

東京未来大学
好きな時間に自宅で学べる
『最新の教育事情』

教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、財団法人私立大学通信教育協会によって作成され
た教材（『教育事情』）に沿って学んでいく。本学独自のインター
ネットによる通信教育課程のシステムを用いて、学びの手助けと
なる「学習の手引き」を提供したり、双方向のやりとりを行いなが
ら、進めていく。
◆認定試験は、全国13都市で開催（札幌・仙台・東京・横浜・名古
屋・大阪・福岡 　他）※詳細は本学ＨＰまで

光野　公司郎（こども心理学部准教授）
末藤　美津子（こども心理学部准教授）
皆川　順（こども心理学部教授）

通信教育 12時間
平成21年10月1日　～
平成22年1月15日

10,000円 250人
平成21年2月6日～
平成21年9月30日

平21-
30205-
00209号

03-5813-2525
http://www.tokyomirai
.ac.jp/

東京未来大学
好きな時間に自宅で学べる
『最新の教育事情』

教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、財団法人私立大学通信教育協会によって作成され
た教材（『教育事情』）に沿って学んでいく。本学独自のインター
ネットによる通信教育課程のシステムを用いて、学びの手助けと
なる「学習の手引き」を提供したり、双方向のやりとりを行いなが
ら、進めていく。
◆認定試験は、全国13都市で開催（札幌・仙台・東京・横浜・名古
屋・大阪・福岡 　他）※詳細は本学ＨＰまで

光野　公司郎（こども心理学部准教授）
末藤　美津子（こども心理学部准教授）
皆川　順（こども心理学部教授）

通信教育 12時間
平成21年12月25日　～
平成22年3月31日

10,000円 250人
平成21年2月6日～
平成21年12月24日

平21-
30205-
00210号

03-5813-2525
http://www.tokyomirai
.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

明星大学 教育の最新事情

①学校を巡る状況変化及び専門職としての教員の役割、②発達
課題及び子どもの生活の変化への指導、③学習指導要領及びそ
の他の教育政策の動向、④各種課題に対する組織的対応及び
学校における危機管理上の課題、を中心に取り上げる。教育の
最新事情の検討には、その不易と流行の視点が重要と考える。こ
のような視点を踏まえて学習を進め、講習内容について読み取
り、理解を深める。

岡本　富郎（人文学部教授）
佐々井　利夫（人文学部教授）
森下　恭光（人文学部教授）
菱山　覚一郎（造形芸術学部准教授）
榎本　清紀（人文学部非常勤講師）
板橋　政裕（人文学部非常勤講師）
廣嶋　龍太郎（人文学部非常勤講師）

通信教育 12時間
平成21年 4月 1日　～
平成21年12月26日

12,000円 400人
平成21年 2月23日～
平成21年 5月 7日

平21-
30240-
00266号

042-591-6341
http://www.meisei-
u.ac.jp/menkyo/

東京学芸大学・金
沢大学・愛知教育
大学・千歳科学技
術大学

社会・子どもの変化と教育の課題

教育と教職についての省察を行い、心理学の動向を踏まえた近
年の子どもの発達課題を理解したうえで、これに対する教育政策
の動向（政策全般と学習指導要領）及び学校内外における連携
協力の課題を明らかにする。

田子健（愛知大学文学部教授）
都築繁幸（愛知教育大学教授）
松尾直博（東京学芸大学准教授）
関口貴裕（東京学芸大学准教授）
武居渡（金沢大学准教授）
浅沼　茂（東京学芸大学教授）

インターネット 12時間
平成21年6月1日～
平成21年8月31日

12,000円 10,000人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
91310-
00028号

076-264-5156

学芸大：http://www.u-
gakugei.ac.jp/
金　大：
http://www.kanazawa-
u.ac.jp/
愛教大：http://www.aichi-
edu.ac.jp/
千科大：
http://www.chitose.ac.jp/

東京学芸大学・金
沢大学・愛知教育
大学・千歳科学技
術大学

社会・子どもの変化と教育の課題

教育と教職についての省察を行い、心理学の動向を踏まえた近
年の子どもの発達課題を理解したうえで、これに対する教育政策
の動向（政策全般と学習指導要領）及び学校内外における連携
協力の課題を明らかにする。

田子健（愛知大学文学部教授）
都築繁幸（愛知教育大学教授）
松尾直博（東京学芸大学准教授）
関口貴裕（東京学芸大学准教授）
武居渡（金沢大学准教授）
浅沼　茂（東京学芸大学教授）

インターネット 12時間
平成21年9月14日　～
平成21年12月11日

12,000円 5,000人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
91310-
00029号

076-264-5156

学芸大：http://www.u-
gakugei.ac.jp/
金　大：
http://www.kanazawa-
u.ac.jp/
愛教大：http://www.aichi-
edu.ac.jp/
千科大：
http://www.chitose.ac.jp/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術等の向上を図るとともに、新たな課題
となっている著作権や個人情報等に対する知見、親と子どもの心
理的理解、国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方等
について、受講者が個々の具体的な教育実践に対応させながら
研鑽と修養に努め、実践的指導力を身に付ける。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋正司（教職課程教授）
坂井知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
久世　均（文化創造学部教授）
服部　晃（文化創造学部教授）
青戸泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

通信教育 12時間
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

15,000円 上限なし
平成21年2月6日～
平成21年3月22日

平21-
30311-
00022号

058-229-2211
http://www.gijodai.jp
/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術等の向上を図るとともに、新たな課題
となっている著作権や個人情報等に対する知見、親と子どもの心
理的理解、国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方等
について、受講者が個々の具体的な教育実践に対応させながら
研鑽と修養に努め、実践的指導力を身に付ける。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋正司（教職課程教授）
坂井知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
久世　均（文化創造学部教授）
服部　晃（文化創造学部教授）
青戸泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

通信教育 12時間
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

15,000円 上限なし
平成21年4月1日～
平成21年5月15日

平21-
30311-
00023号

058-229-2211
http://www.gijodai.jp
/

岐阜女子大学
社会が求める学校教育と教師の実
践的指導力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術等の向上を図るとともに、新たな課題
となっている著作権や個人情報等に対する知見、親と子どもの心
理的理解、国の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方等
について、受講者が個々の具体的な教育実践に対応させながら
研鑽と修養に努め、実践的指導力を身に付ける。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋正司（教職課程教授）
坂井知志（常盤大学コミュニティ振興学部教授）
久世　均（文化創造学部教授）
服部　晃（文化創造学部教授）
青戸泰子（文化創造学部准教授）
有薗　　格（文化創造学部教授）

通信教育 12時間
平成21年9月1日～
平成21年10月15日

15,000円 上限なし
平成21年6月15日～
平成21年7月31日

平21-
30311-
00024号

058-229-2211
http://www.gijodai.jp
/
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