
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

北海道大学
教育の今日的諸課題とその改革
の方途

必修領域の4事項について講習内容を設定する。教育政策
の動向、子どもの発達・学習教育的支援のあり方（特別支援
教育の課題を含む）、学習指導要領の改訂、国内外のカリ
キュラム研究の動向、情報セキュリティ、協働的学校経営、
地域・家庭との連携による学校作り、安全な学校作り等を論
じる。

佐藤　公治（教授）
大野　栄三（准教授）
横井　敏郎（准教授）
近藤　健一郎（准教授）
梅津　徹郎(教授)

北海道札幌市 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-
10001-
00735号

011-706-5430
http://www.hokudai.a
c.jp/

北海道大学
教育の今日的諸課題とその改革
の方途

必修領域の4事項について講習内容を設定する。教育政策
の動向、子どもの発達・学習教育的支援のあり方（特別支援
教育の課題を含む）、学習指導要領の改訂、国内外のカリ
キュラム研究の動向、情報セキュリティ、協働的学校経営、
地域・家庭との連携による学校作り、安全な学校作り等を論
じる。

佐藤　公治（教授）
大野　栄三（准教授）
横井　敏郎（准教授）
近藤　健一郎（准教授）
梅津　徹郎(教授)

北海道札幌市 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-
10001-
00736号

011-706-5430
http://www.hokudai.a
c.jp/

北海道教育大学 教育の 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

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-
00729号

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

北海道教育大学 教育の 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

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-
00730号

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

平成２１年度（第３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３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 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

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 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
00731号

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

北海道教育大学 教育の 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

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-
00732号

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

北海道教育大学 教育の 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

北海道札幌市 12時間
平成21年12月26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-
00733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３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 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。

佐藤　　有（教育学部札幌校教授）
臼井　　博（教育学部札幌校教授）
新田　和幸（教育学部札幌校准教授）
清水　禎一（教育学部札幌校非常勤講師）
三上　勝夫（教育学部札幌校非常勤講師）
井上　大樹（教育学部札幌校非常勤講師）
戸田　弘二（教育学部札幌校教授）
渡辺　　誠（北海道大学准教授）
庄井　良信（教育学研究科教授）
佐藤　由佳利（附属教育実践総合センター准教
授）
大久保　和義（教育学部札幌校教授）
渡部　英明（教職大学院教授）
濱野　雅輝（教育学部札幌校非常勤講師）
田山　修三（教育学部札幌校非常勤講師）
名古屋　英男（教育学部札幌校非常勤講師）
園部　真人（教育学部札幌校非常勤講師）
平山　耕祐（教育学部札幌校非常勤講師）
笠原　紀久恵（教育学部札幌校非常勤講師）
金崎　重彌（教育学部札幌校非常勤講師）
蔦保　収（教育学部札幌校非常勤講師）
竹内　勲（教育学部札幌校非常勤講師）
本多　正機（教育学部札幌校非常勤講師）

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-
00734号

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

藤女子大学 教育の 新事情

本講習は中・高校の教諭を主な対象とし、日々の実践を客
観的に見つめなおす視点を持つための内容を提供する。
「子どもの変化についての理解」では、フリースクールでの
事例を通して、生徒の心の問題をどのように理解するかを
学ぶ。「教職についての省察」「教育政策の動向についての
理解」では、近年の学校における教育状況の変化とそれに
対する改革を取り上げる。「学校の内外における連携協力
についての理解」では、海外の事例を通して、教育目標を実
現するための学校運営の実践を再考したい。

大矢　一人（文学部教授）
武内　光一（文学部教授）
実平　奈美（文学部講師）
伊井　義人（人間生活学部准教授）

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 50人
平成21年5月15日～
平成21年5月29日

平21-
30013-
00703号

011-736-5736 http://www.fujijoshi
.ac.jp/

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経
営のあり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ
等の特別支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マイン
ド，学校での安全教育等社会の変化と子どもの発達との関
係の理解を図る。

佐藤　三三（教育学部教授）
村山　正明（教育学部教授）
大坪　正一（教育学部教授）
平田　　淳（教育学部准教授）
福島　裕敏（教育学部准教授）
平岡　恭一（教育学部教授）
豊嶋　秋彦（教育学部教授）
花屋　道子（教育学部准教授）
田上　恭子（教育学部准教授）
田名場　忍（教育学部准教授）
安藤　房治（教育学部教授）
松本　敏治（教育学部教授）
佐藤　紘昭（教育学部教教授）
高橋　信進（東北女子大学准教授）

青森県青森市 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4月20日～
平成21年5月15日

平21-
10008-
00640号

0172-39-3962
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経
営のあり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ
等の特別支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マイン
ド，学校での安全教育等社会の変化と子どもの発達との関
係の理解を図る。

佐藤　三三（教育学部教授）
村山　正明（教育学部教授）
大坪　正一（教育学部教授）
平田　　淳（教育学部准教授）
福島　裕敏（教育学部准教授）
平岡　恭一（教育学部教授）
豊嶋　秋彦（教育学部教授）
花屋　道子（教育学部准教授）
田上　恭子（教育学部准教授）
田名場　忍（教育学部准教授）
安藤　房治（教育学部教授）
松本　敏治（教育学部教授）
佐藤　紘昭（教育学部教教授）
高橋　信進（東北女子大学准教授）

青森県むつ市 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4月20日～
平成21年5月15日

平21-
10008-
00641号

0172-39-3962
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第３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

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経
営のあり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ
等の特別支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マイン
ド，学校での安全教育等社会の変化と子どもの発達との関
係の理解を図る。

佐藤　三三（教育学部教授）
村山　正明（教育学部教授）
大坪　正一（教育学部教授）
平田　　淳（教育学部准教授）
福島　裕敏（教育学部准教授）
平岡　恭一（教育学部教授）
豊嶋　秋彦（教育学部教授）
花屋　道子（教育学部准教授）
田上　恭子（教育学部准教授）
田名場　忍（教育学部准教授）
安藤　房治（教育学部教授）
松本　敏治（教育学部教授）
佐藤　紘昭（教育学部教教授）
高橋　信進（東北女子大学准教授）

青森県青森市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 200人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
10008-
00642号

0172-39-3962
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経
営のあり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ
等の特別支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マイン
ド，学校での安全教育等社会の変化と子どもの発達との関
係の理解を図る。

佐藤　三三（教育学部教授）
村山　正明（教育学部教授）
大坪　正一（教育学部教授）
平田　　淳（教育学部准教授）
福島　裕敏（教育学部准教授）
平岡　恭一（教育学部教授）
豊嶋　秋彦（教育学部教授）
花屋　道子（教育学部准教授）
田上　恭子（教育学部准教授）
田名場　忍（教育学部准教授）
安藤　房治（教育学部教授）
松本　敏治（教育学部教授）
佐藤　紘昭（教育学部教教授）
高橋　信進（東北女子大学准教授）

青森県弘前市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 200人
平成21年4月20日～
平成21年5月15日

平21-
10008-
00643号

0172-39-3962
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経
営のあり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ
等の特別支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マイン
ド，学校での安全教育等社会の変化と子どもの発達との関
係の理解を図る。

佐藤　三三（教育学部教授）
村山　正明（教育学部教授）
大坪　正一（教育学部教授）
平田　　淳（教育学部准教授）
福島　裕敏（教育学部准教授）
平岡　恭一（教育学部教授）
豊嶋　秋彦（教育学部教授）
花屋　道子（教育学部准教授）
田上　恭子（教育学部准教授）
田名場　忍（教育学部准教授）
安藤　房治（教育学部教授）
松本　敏治（教育学部教授）
佐藤　紘昭（教育学部教教授）
高橋　信進（東北女子大学准教授）

青森県弘前市 12時間
平成21年12月24日～
平成21年12月25日

12,000円 200人
平成21年10月5日～
平成21年10月23日

平21-
10008-
00644号

0172-39-3962
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/

岩手大学 教育の 新事情

  単なる 新の知識・技能の修得に止まらず、学校現場の
ニーズを踏まえ、現場で実際に必要とする教員としての 新
の知識・技能及び学問の 新知見の修得を目指す。具体的
内容は、①学校を巡る状況変化、②教職たる教員の役割、
③子どもの発達に関する課題、④子どもの生活の変化を踏
まえた適切な指導の在り方、⑤学習指導要領改訂等の動
向、⑥教育改革の動向、⑦各種課題に対する組織的対応
の在り方、⑧学校における危機管理上の課題

高橋　聡（岩手県立大学社会福祉学部准教
授）、遠藤孝夫（教育学部教授）、鎌田文聰（教
育学部教授）、嶋野重行（盛岡大学短期大学部
准教授）、山本　奨（埼玉県立朝霞西高等学校
教頭）、立花正男（教育学部准教授）、大塚健樹
（盛岡大学短期大学部教授）、田代高章（教育
学部准教授）、新妻二男（教育学部准教授）、田
中吉兵衛（教員養成機構教授）

岩手県盛岡市 12時間
平成20年8月7日～
平成20年8月8日

12,000円 1,000人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
10009-
00574号

019-621-6089
http://www.iwate-
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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宮城教育大学 教育の 新事情Ａ

近年の教育現場を取り巻く課題について、教職の原理的省
察、特別支援、カウンセリング、学習指導要領改訂を含む教
育政策、学校内外のマネジメント、学校の危機管理の6つの
テーマに分け、教員養成大学としての専門的切り口から講
義する。

本間　明信（教育臨床研究センター長）
片山　栄次（教職大学院准教授）
田端　健人（教育学部准教授）
渡邉　　徹（教育学部教授）
関口　博久（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
野口　和人（教育学部教授）
宮前　　理（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
佐藤　　静（教育学研究科高度教職実践専攻教
授）
久保　順也（教育学部講師）
田中　武雄（教育学研究科高度教職実践専攻
教授）
笠間　賢二（教育学部教授）
吉村　敏之（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
渡邊　忠彦（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
梨本　雄太郎（教育学部准教授）
本図　愛実（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
阿部　芳吉（連携担当理事）
松尾　隆治（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
齋藤　嘉則（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
平野　幹雄（東北文化学園大学医療福祉学部
准教授）
小泉祥一（教育学部教授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 400人
平成21年5月20日～
平成21年7月31日

平21-
10011-
00618号

022-214-3521
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/

宮城教育大学 教育の 新事情Ｂ

近年の教育現場を取り巻く課題について、教職の原理的省
察、特別支援、カウンセリング、学習指導要領改訂を含む教
育政策、学校内外のマネジメント、学校の危機管理の6つの
テーマに分け、教員養成大学としての専門的切り口から講
義する。

本間　明信（教育臨床研究センター長）
片山　栄次（教職大学院准教授）
田端　健人（教育学部准教授）
渡邉　　徹（教育学部教授）
関口　博久（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
野口　和人（教育学部教授）
宮前　　理（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
佐藤　　静（教育学研究科高度教職実践専攻教
授）
久保　順也（教育学部講師）
田中　武雄（教育学研究科高度教職実践専攻
教授）
笠間　賢二（教育学部教授）
吉村　敏之（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
渡邊　忠彦（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
梨本　雄太郎（教育学部准教授）
本図　愛実（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
阿部　芳吉（連携担当理事）
松尾　隆治（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
齋藤　嘉則（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
平野　幹雄（東北文化学園大学医療福祉学部
准教授）
小泉祥一（教育学部教授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年10月17日～
平成21年10月18日

12,000円 400人
平成21年7月17日～
平成21年9月30日

平21-
10011-
00619号

022-214-3521
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宮城教育大学 教育の 新事情C

近年の教育現場を取り巻く課題について、教職の原理的省
察、特別支援、カウンセリング、学習指導要領改訂を含む教
育政策、学校内外のマネジメント、学校の危機管理の6つの
テーマに分け、教員養成大学としての専門的切り口から講
義する。

本間　明信（教育臨床研究センター長）
片山　栄次（教職大学院准教授）
田端　健人（教育学部准教授）
渡邉　　徹（教育学部教授）
関口　博久（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
野口　和人（教育学部教授）
宮前　　理（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
佐藤　　静（教育学研究科高度教職実践専攻教
授）
久保　順也（教育学部講師）
田中　武雄（教育学研究科高度教職実践専攻
教授）
笠間　賢二（教育学部教授）
吉村　敏之（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
渡邊　忠彦（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
梨本　雄太郎（教育学部准教授）
本図　愛実（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
阿部　芳吉（連携担当理事）
松尾　隆治（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
齋藤　嘉則（教育学研究科高度教職実践専攻
准教授）
平野　幹雄（東北文化学園大学医療福祉学部
准教授）
小泉祥一（教育学部教授）

宮城県仙台市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 400人
平成21年9月25日～
平成21年11月30日

平21-
10011-
00620号

022-214-3521
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/

東北学院大学 教育の 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」の各事項について、教員に求められ
る 新の教育学的・心理学的・社会学的知識の習得および
教員の今日的課題の実践的な理解をめざして、主として講
義形式で実施する。

片瀬　一男(教養学部教授)
氏家　重信(教養学部教授)
加藤　健二(教養学部教授)
小林　裕(教養学部教授)
堀毛　裕子(教養学部教授)
八幡　恵(教養学部准教授)
水谷　修(教養学部教授)
大山　芳宏(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

12,000円 200人
平成21年4月23日～
平成21年5月30日

平21-
30039-
00702号

022-264-6451
http://www.tohoku-
gakuin.ac.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（東北・北海道）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）

宮城県仙台市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

15,000円 120人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00586号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

茨城大学 教育の 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 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。

佐藤晋一（教育学部准教授）
山田恵吾（教育学部准教授）
村野井均（教育学部教授）
渡部玲二郎（教育学部准教授）
三輪壽二（教育学部准教授）
丸山広人（教育学部准教授）
杉本憲子（教育学部講師）
生越達（教育学部教授）
望月厚志（教育学部教授）
加藤崇英（国立教育政策研究所初等中等教育
研究部主任研究官）

茨城県水戸市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 500人
平成21年5月11日～
平成21年5月20日

平21-
10015-
00599号

029-228-8802
http://www.ibaraki.a
c.jp/

茨城大学 教育の 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 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。

佐藤晋一（教育学部准教授）
山田恵吾（教育学部准教授）
村野井均（教育学部教授）
渡部玲二郎（教育学部准教授）
三輪壽二（教育学部准教授）
丸山広人（教育学部准教授）
杉本憲子（教育学部講師）
生越達（教育学部教授）
望月厚志（教育学部教授）
加藤崇英（国立教育政策研究所初等中等教育
研究部主任研究官）

茨城県水戸市 12時間
平成21年10月17日～
平成21年10月18日

12,000円 500人
平成21年7月13日～
平成21年7月23日

平21-
10015-
00600号

029-228-8802
http://www.ibaraki.a
c.jp/

茨城キリスト教大
学

教育の 新事情

教員免許更新講習の必修領域として文部科学省令で定め
られた「教育の 新事情」について、4項目・8細目に対応す
る8つの講座を開設し、幼稚園から高等学校までの学校教
育に通底する 新の事情を網羅しつつ、わかりやすく解説し
ます。

池内耕作（文学部准教授）
渡部芳樹（東北大学大学院教育学研究科）
望月珠美（生活科学部准教授）
細川美由紀（文学部専任講師）
三澤文紀（文学部専任講師）
真鍋守栄（生活科学部教授）
石川潤（文学部准教授）
川本欣治（日立市立南高野幼稚園園長）

茨城県日立市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 75人
平成21年5月11日～
平成21年5月22日

平21-
30055-
00598号

0294-52-3215
http://www.icc.ac.jp
/
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平成２１年度（第３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

流通経済大学 教育の 新事情

教員が教育の今日的課題を理解し、教育への視点と展望を
持って豊かな教員生活を営んでもらうことをねらいとします。
講習内容は、教職についての省察、子どもの変化について
の理解、教育政策の動向についての理解、学校の内外にお
ける連携協力についての理解です。講習対象は、小学校、
中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員と
します。講習評価は、講習の各時間の終りに筆記試験を実
施し、各試験を総合して行います。

金子　養正（経済学部教授）
大金　文郎（経済学部講師）
山岸　直基（流通情報学部講師）
松田　哲（スポ－ツ健康科学部准教授）
鈴木　麻里子スポ－ツ健康科学部講師

茨城県龍ケ崎
市

12時間
平成21年7月30日、
平成21年7月31日

12,000円 80人
平成21年6月1日～
平成21年6月10日

平21-
30059-
00749号

0297-60-1155
http://www.rku.ac.jp
/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。（２クラスに分けて実施）

松田　直（教育学部教授）
入澤　充（大学院教育学研究科教授）
古屋  健（大学院教育学研究科教授）
山崎　雄介（大学院教育学研究科准教授）

群馬県前橋市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 320人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00626号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。（２クラスに分けて実施）

久田　信行（教育学部教授）
清水　和夫（大学院教育学研究科教授）
結城  恵（教育学部准教授）
石川　克博（大学院教育学研究科客員准教授）

群馬県前橋市 12時間
平成21年8月13日～
平成21年8月14日

12,000円 320人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00627号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。（２クラスに分けて実施）

佐藤　浩一(大学院教育学研究科教授)
豊泉　清浩(教育学部教授)
懸川　武史(大学院教育学研究科教授)
岩澤　和夫(大学院教育学研究科客員准教授)

群馬県前橋市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 320人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00628号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。（２クラスに分けて実施）

所澤　潤(大学院教育学研究科教授）
入澤　充(大学院教育学研究科教授）
荒牧　草平(教育学部准教授)
猪股　 剛(教育学部准教授)

群馬県前橋市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 320人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00629号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。

松永 あけみ（大学院教育学研究科教授）
豊泉　清浩（教育学部教授）
山口　陽弘（大学院教育学研究科准教授）
石川　克博（大学院教育学研究科客員准教授）

群馬県前橋市 12時間
平成21年10月24日,
平成21年10月31日

12,000円 160人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00630号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

群馬大学 　　　 新の教育事情

新の教育事情を，(1)教育についての省察，(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，という柱立てで
学修していく。それぞれの柱が３時間ずつ，計12時間の講
座となる。

松永 あけみ（大学院教育学研究科教授）
山口　陽弘（大学院教育学研究科准教授）
山崎　雄介（大学院教育学研究科准教授）
岩澤　和夫（大学院教育学研究科客員准教授）

群馬県前橋市 12時間
平成21年11月28日,
平成21年12月5日

12,000円 160人
平成21年4月27日～
平成21年5月18日

平21-
10019-
00631号

027-220-7221
http://www.gunma-
u.ac.jp/

共愛学園前橋国
際大学

教育の 新事情

本講座は、学問研究と現場実践とが相互に共同性を発揮し
て、教育をめぐる今日的な課題に、教育学および心理学の
知見を共有することによってアプローチしようとするものであ
る。教育の政策動向や子どもの置かれた状況、子どもへの
理解を深め、学問研究や教育実践のあり方を考察する。

平岡さつき（教授）・奥田雄一郎（専任講師）・松
本学（専任講師）

群馬県前橋市 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16日～
平成21年7月16日

平21-
30069-
00624号

027-266-7575
http://www.kyoai.ac.
jp/

東京福祉大学 教育の 新事情

必修領域に示されている４項目について各専門分野のス
タッフが分担して開講する。各項目に示されている細目に関
する内容を取り上げ学校教育の今日的課題を踏まえるとと
もに 新の情報も加味しながら解説し受講者の理解を深め
る。

岸田治男(教育学部教授)
是枝喜代治(社会福祉学部教授)
大澤靖彦(教育学部准教授)
宮﨑州弘(教育学部教授)
井田延夫(教育学部教授)
猿谷瑞(教育学部教授)

群馬県伊勢崎
市

12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 80人
平成21年6月15日～
平成21年7月10日

平21-
30203-
00699号

0270-20-3672
http://www.tokyo-
fukushi.ac.jp/

城西大学 教育の 新事情について

教育の 新事情について、120人を2つのグループに分け
て、以下の五つの講座を設ける。
「A．教職の専門性」「B．子どもの変化と発達課題」「Ｃ．人
格・社会性の発達のための指導とカウンセリング・マインド」
「Ｄ．教育政策の動向と学習指導要領」「Ｅ．組織的課題へ
の対応と危機管理」
ＡおよびＣについては、チームティーチングで行う。
それぞれにおいて、講義とともに、小グループに分かれ課題
について討議をする形ですすめる。また必要に応じて、ゲス
トスピーカーを招く。

木村　浩（経営学部教授）
小林　順（薬学部教授）
新井　浅浩（経営学部教授）
青木　秀夫（理学部非常勤講師）
吉田　久子（学生相談室カウンセラー）
藤村　和男（　・教科書研究センター顧問）
武藤　和親（元　坂戸市教育長）

埼玉県坂戸市 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4月27日～
平成21年5月31日

平21-
30085-
00668号

049-271-7723
http://www.josai.ac.
jp/

日本工業大学 教育の 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事項について、教員に求められる

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。

原田　昭　（工業教育研究所教授）
藤縄　秀一　（工業教育研究所教授）
松井　立夫　（教職教育センター教授）
瀧ヶ崎　隆司　（共通教育系准教授）
藤原　善美　（非常勤講師）
浦岡　勉　（非常勤講師）
中村　清　（非常勤講師）

埼玉県宮代町 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月19日

平21-
30095-
00715号

0480-33-7737
http://www.nit.ac.jp
/
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川村学園女子大
学

教育の 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として｢
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」、学習指導要領の改訂と教育政
策の動向、学校の内外における連携協力についての理解と
して「学校組織の一員としてのマネジメント・マインドと地域
社会との連携」、「学校における対人関係と地域社会との連
携･協力の在り方」、「学校における安全管理と子どもたちに
対する安全確保」、「教育の情報化に伴う情報セキュリティと
モラル教育」について理解を深める。
講習12時間及び試験１時間

岡村　豊(教育学部教授)
福士 顥士(教育学部教授)
斎藤　哲瑯(教育学部教授)
本村　猛能(教育学部教授)
猪瀬　義明(教育学部准教授)

千葉県我孫子
市

13時間

平成21年8月18日,19日
講習

平成21年8月26日
試験

12,000円 150人
平成21年5月11日～
平成21年5月30日
定員になり次第〆切

平21-
30106-
00687号

04-7183-9918
http://www.kgwu.ac.j
p/

千葉工業大学 　教育の 新事情

　中学校・高等学校教諭を主対象として、千葉工業大学教
職課程専任教員４名と非常勤教員（高等学校教員として勤
務経験者）１名が、教育の 新事情に関して、それぞれの専
門分野を活かして講習を行う。受講者が、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。

依田　十久子（教育センター教授）
草野　滋之（教育センター准教授）
杉本　卓（教育センター准教授）
市川　洋子（教育センター助教）
齊藤　武雄（非常勤講師、元東京都立中野工業
高等学校教諭）

千葉県習志野
市

12時間
平成21年12月23日～
平成21年12月24日

12,000円 50人
平成21年10月1日～
平成21年10月31日

平21-
30118-
00686号

047-478-0234
http://www.it-
chiba.ac.jp/index.ht
ml

東邦大学 教育の 新事情

教育の 新事情に関する４つの領域全12時間（①教職につ
いての省察、②子どもの変化についての理解、③教育政策
の動向についての理解、④学校の内外における連携教育
についての理解）を講義を中心として展開する。なお、学習
指導要領や教育改革の動向に関する内容については、主と
して小・中学校の義務教育領域を中心に解説・質疑応答を
行う予定である。高校の領域については 新の情報を交え
つつ解説を行うが、主に理数科系の内容を中心に展開する
ことになる点を予め了承しておいて欲しい。

梶村　光郎（琉球大学教育学部教授）、 行方
愼一郎（理学部教員養成課程非常勤講師）、中
根　勉（理学部教職課程非常勤講師）、新保　幸
洋（理学部教員養成課程准教授）、岡本　かおり
（近畿大学豊岡短期大学通信教育部非常勤講
師・（社）千葉犯罪被害者支援センター相談員・
千葉県船橋市若松中学校スクールカウンセ
ラー・千葉県船橋市古和釜中学校スクールカウ
ンセラー）

千葉県船橋市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 50人
平成21年5月7日～
平成21年5月27日

平21-
30208-
00700号

047-472-7260
http://www.toho-
u.ac.jp/

東邦大学 教育の 新事情

教育の 新事情に関する４つの領域全12時間（①教職につ
いての省察、②子どもの変化についての理解、③教育政策
の動向についての理解、④学校の内外における連携教育
についての理解）を講義を中心として展開する。なお、学習
指導要領や教育改革の動向に関する内容については、主と
して小・中学校の義務教育領域を中心に解説・質疑応答を
行う予定である。高校の領域については 新の情報を交え
つつ解説を行うが、主に理数科系の内容を中心に展開する
ことになる点を予め了承しておいて欲しい。

梶村　光郎（琉球大学教育学部教授）、 行方
愼一郎（理学部教員養成課程非常勤講師）、中
根　勉（理学部教職課程非常勤講師）、新保　幸
洋（理学部教員養成課程准教授）、岡本　かおり
（近畿大学豊岡短期大学通信教育部非常勤講
師・（社）千葉犯罪被害者支援センター相談員・
千葉県船橋市若松中学校スクールカウンセ
ラー・千葉県船橋市古和釜中学校スクールカウ
ンセラー）

千葉県船橋市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 50人
平成21年5月7日～
平成21年5月27日

平21-
30208-
00701号

047-472-7260
http://www.toho-
u.ac.jp/

千葉敬愛短期大
学

教育の 新事情

「社会の情勢を踏まえた教師の役割と子ども観の考察」「コ
ミュニケーション能力を高める発達新地学的アプローチ」「特
別支援教育」「新学習指導要領の基本方針と教育改革の動
向」「保護者・地域社会の連携の在り方」「学校事故を防止
する安全対策と情報セキュリティーの管理」について、近年
の調査研究から得られた知見に基づいて講じる。

伊藤　勝博（准教授）
吉村　真理子（准教授）
小久保　美子（准教授）
新田　司（講師）
前田　哲夫（非常勤講師）
西岡　史惠（非常勤講師）

千葉県佐倉市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 140人
平成21年5月7日～
平成21年5月19日

平21-
35084-
00685号

043-486-7111
http://www.u-
keiai.ac.jp/junior/m
enkyo.html

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（千葉、神奈川）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）
斎藤進（元学習院初等科科長、武蔵野学院大
学・短期大学非常勤講師）
福田景三郎（日本私立小学校連合会事務局長）
田沼　光明（横浜学園中学高等学校　理事長・
校長、早稲田大学教育学部非常勤講師）
高橋　邦夫（千葉学芸高等学校校長、城西国際
大学非常勤講師）

千葉県千葉市 12時間
平成21年7月28日～
平成21年7月29日

15,000円 120人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00585号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための 新事情（東
日本、中高）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

15,000円 150人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00587号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/
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平成２１年度（第３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（東日本、小）

私立学校（小学校）教員向けに、「教職についての省察」「子
どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての
理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４
つの事項について、私学教員に求められる 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。なお、本講習会は、同志社女子大学との共催で
開催する。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）
斎藤進（元学習院初等科科長、武蔵野学院大
学・短期大学非常勤講師）
福田景三郎（日本私立小学校連合会事務局長）
石橋恵二（武蔵野東小学校校長、日本私立小
学校連合会副会長）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

15,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00588号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（全国、中高）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）

千葉県千葉市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

15,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00591号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

上野学園大学 教育の 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、本校教員が各専
門分野の研究・実践に基づいて講義を行う。講義は2日間計
12時間講習のパッケージとして開設する。なお、本校の講習
対象者は、選択領域の講座との関係から、原則として、中
学・高等学校教諭（特に音楽科を担当する教諭）が望まし
い。

長澤　智則（上野学園中学校・高等学校副校
長）
辻野　具成（上野学園大学音楽・文化学部音楽
学科講師）
星野　悦子（上野学園大学音楽・文化学部音楽
学科教授）
瀧川　淳（上野学園大学音楽・文化学部音楽学
科講師）

東京都台東区 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

15,000円 50人
平成21年4月22日～
平成21年6月30日

平21-
30132-
00666号

03-3842-1020
http://www.uenogakue
n.ac.jp

上野学園大学 教育の 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、本校教員が各専
門分野の研究・実践に基づいて講義を行う。講義は2日間計
12時間講習のパッケージとして開設する。なお、本校の講習
対象者は、選択領域の講座との関係から、原則として、中
学・高等学校教諭（特に音楽科を担当する教諭）が望まし
い。

長澤　智則（上野学園中学校・高等学校副校
長）
辻野　具成（上野学園大学音楽・文化学部音楽
学科講師）
星野　悦子（上野学園大学音楽・文化学部音楽
学科教授）
瀧川　淳（上野学園大学音楽・文化学部音楽学
科講師）

東京都台東区 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

15,000円 50人
平成21年4月22日～
平成21年6月30日

平21-
30132-
00667号

03-3842-1020
http://www.uenogakue
n.ac.jp

慶應義塾大学
教育研究の現在―学校教育のイ
ノベーションにむけて

教育現場は今、さまざまな現代的課題に直面しています。
本講習では、これら教育の課題について理解を深めると同
時に、学校教育をめぐる多様な事象について複眼的に考え
ることができる広い視野の獲得を目指します。具体的には、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育改革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」という4つの柱を主な内容とする予定
です。

渡辺　秀樹（文学部教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）
内田　満（教職課程センター教授）
鹿毛　雅治（教職課程センター教授）
伊藤　美奈子（教職課程センター教授）
竹村　英樹（教職課程センター准教授）
藤本　和久（教職課程センター准教授）
小林　大●（教職課程センター准教授）
※ ●は示へんに右

東京都港区 12時間
平成21年7月19日～
平成21年7月20日

16,000円 300人
平成21年4月20日～
平成21年5月8日

平21-
30145-
00632号

03-5427-1618
http://www.keio.ac.j
p/index-jp

工学院大学 教育の 新事情を学ぶ
　教育の 新動向について４つの領域にわたって学ぶととも
に、それを教育実践の課題として主体的に受けとめ実践に
立ち向かう方策等について考察する。

藏原　清人（工学部教授）
岩田　 　泉（城西大学福祉総合学部教授）
田邉　政範（東京都北区教育相談員、工学院大
学非常勤講師）

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 60人
平成21年5月20日～
平成21年6月10日

平21-
30147-
00633号

03-3340-0569
http://www.kogakuin.
ac.jp/

國學院大學
中学校・高等学校教育の 新事
情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、本学教職課程
で教員養成に携わる講師が、主に中学校・高等学校教員に
必要な 新の知識と技能の修得並びに今日の教育現場で
の課題についての理解を深めることを目指す。

綿引　光友(文学部兼任講師）
大和久　勝(文学部兼任講師）
田嶋　一（文学部教授）
千葉　保(文学部兼任講師）

東京都渋谷区 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

10,000円 50人
平成21年5月7日～
平成21年5月29日

平21-
30148-
00751号

03-5466-0111
03-5466-0527

http://www.kokugakui
n.ac.jp/eq/index.htm
l

駒澤大学 教育の 新事情

必修領域として示されている４事項（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）すべての内容を含む講習を設定する。受講者が、今日
の学校現場において求められる様々な専門的・実践的知識
を学び、かつ、現代における様々な教育課題についても理
解することを通して、今後の自らの教師としての在り方を改
めて深く考察することを目的とする。

伊藤茂樹（総合教育研究部教授）
遠藤司（総合教育研究部教授）
広沢明（総合教育研究部非常勤講師）
天井勝海（総合教育研究部非常勤講師）

東京都世田谷
区

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月6日

12,000円 50人
平成21年5月7日～
平成21年5月22日

平21-
30152-
00625号

03-3418-9120
http://www.komazawa-
u.ac.jp

創価大学 教育の 新事情

免許更新講習における必修項目である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」について、 新の事情を講義する。

西　穣司（教育学部教授）
高野久美子（教育学部准教授）
吉川成司（教育学部教授）
宮崎　猛（教職研究科准教授）

東京都八王子
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5月11日～
平成21年6月12日

平21-
30171-
00688号

042-691-9331
http://educareer.sok
a.ac.jp/
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平成２１年度（第３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

大正大学 教育の 新事情

「１．教職についての省察、２．子どもの変化についての理
解、３．教育政策の動向についての理解、４．学校の内外に
おける連携協力についての理解、の４つの項目について、
事例研究を中心にグループワークも取り入れて理解を深め
る。講師を含めた参加者相互の学びあいを重視したい。」

渡邊　健治(人間学部人間科学科教育人間学専
攻任期制教授）
福田　典雍（人間学部人間科学科教育人間学
専攻教授）
卯月　研次（人間学部人間福祉学科臨床心理
学専攻准教授）
滝沢　和彦（人間学部人間科学科教育人間学
専攻教授）

東京都豊島区 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

15,000円 50人
平成21年4月27日～
平成21年6月26日

平21-
30172-
00692号

03-5394-3017
http://www.tais.ac.j
p/

東京農業大学 「教育の 新事情」

「教育の 新事情」
　教育基本法や学校教育法の改正、学習指導要領の改訂
をはじめとした教育改革が進行している。教育改革を着実
に進めていくために、実効性のある取り組みが求められて
いる。
　本講習では、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、実
践的な理解を深めることとする。

緑川　哲夫（教職課程教授）
鈴木　聡志（教職課程准教授）
熊澤　恵里子（教職課程准教授）
渡部　邦雄（客員教授）

東京都世田谷
区

12時間
平成21年6月28日、
平成21年7月5日

12,000円 50人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30202-
00698号

03-5477-2512
http://www.nodai.ac.
jp/

日本大学 教育の 新事情

学校や子どもをとりまく変化を踏まえながら，自己の教育観
を客観性，具体性を重視して，これまでの教育経験と現在を
意識化していく。また，臨床心理学的に子どもの発達や，
LD.ADHDを含む発達障害の新しい知見を概説する。一方，
保護者，地域社会との連携や対人関係，日常的なコミュニ
ケーションの重要性を考える。さらに，子どもの実態を踏ま
えた道徳，特別活動の指導，法令改正の概略・方向性につ
いても考える。講師・受講生の参加型講習を展開するため，
ディスカッション，グループ討議，実習を取り入れていく。

佐藤晴雄（文理学部教授）
関川悦雄（文理学部教授）
篠竹利和（文理学部准教授）
杉森知也（文理学部専任講師）

東京都世田谷
区

12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 200人
平成21年5月11日～
平成21年6月30日

平21-
30213-
00718号

03-3329-1151
http://www.nihon-
u.ac.jp

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00707号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

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

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00708号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00709号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年9月20日～
平成21年9月21日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00710号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年10月11日～
平成21年10月12日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00711号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年11月22日～
平成21年11月23日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00712号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00713号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
u.jp/

日本教育大学院
大学

教育の 新事情

必修講習『教育の 新事情』では、100名程度の受講者が
一同に会し、講義形式と参画型の研修を併用する。「知る」
「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を行
い、その知識が教育現場においてどのように活かされるの
かについても検討する。また、受講者が自ら現場で直面して
いる問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師
と共有することで、より具体的な知見を身に付ける。これに
より、知識と実践力をともに高める実りのある研修とする。

河上亮一（学校教育研究科 教授）
諏訪哲二（学校教育研究科 非常勤講師）
藤永保（日本教育大学院大学 学長）
戸所保忠（学校教育研究科 教授）
黒石憲洋（学校教育研究科 専任講師）
林義樹（学校教育研究科 教授）
出口英樹（学校教育研究科 専任講師）
岡田佐織（ベネッセ 教育情報部）
竹迫和代（学校教育研究科 非常勤講師）
東谷仁（城西大学附属城西中学校高等学校 校
長）
斎藤俊則（学校教育研究科 専任講師）
杉浦学（慶應義塾大学 環境情報学部 非常勤
講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年12月27日～
平成21年12月28日

14,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
30215-
00714号

03-3237-1811
http://www.kyoiku-
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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

日本女子大学

必修領域「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での連携
協力についての理解」

受講者は、四つの領域（「教職についての省察」「子どもの
変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「学校の内外での連携協力についての理解」）についての
新の情報（知見）を学ぶことによって、自らの今後の教育実
践についての考察を深める。そして、担当講師は、領域ごと
に設けられたテーマについての 新の情報（知見）をわかり
やすく解説する。

岩木秀夫(人間社会学部教授）
森田伸子(人間社会学部教授）
飽田典子(広島国際大学大学院総合人間科学
研究科実践臨床心理学専攻専門職学位課程教
授）
井上信子(人間社会学部教授）
吉崎静夫(人間社会学部教授）
村上祐介(愛媛大学法文学部准教授)
田中雅文（人間社会学部教授)
清永賢二(人間社会学部教授）

東京都文京区 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人

平成21年4月24日～30
日（文京区、豊島区、川
崎市校園教員、本学附
属校園教員、本学卒業
生教員）
平成21年5月7日～13日
（一般、その他）

平21-
30219-
00716号

03-5981-3282 http://www.jwu.ac.jp

鶴川女子短期大
学

新幼稚園教育要領と教育史から
幼児理解と子育て支援

戦後の学校教育の展開についての基礎知識を振り返ると共
に。中央教育審議会答申や法令の改正等を踏まえながら文
教施策について学び、近年の幼児教育の動向についての
理解を深めます。　あわせて、子どもを取り巻く環境の変化
を踏まえた幼児教育のあり方を探り具体的な子育て支援に
ついて考察します。

福地　昭輝(鶴川女子短期大学　教授)
高瀬　幸恵(鶴川女子短期大学　専任講師)

東京都町田市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月7日

12,000円 30人
平成21年4月16日～
平成21年7月3日

平21-
35111-
00696号

044-988-1128
http://www.meisen.ac
.jp/tsurukawatandai/

東京教育専門学
校

教育の 新事情

「教職について」「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
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。

安西　豪行（東京教育専門学校　校長）
橋本　昌夫（東京教育専門学校　副校長）
瑞穂　優（東京教育専門学校　講師）
丸林　さちや（東京教育専門学校　講師）
杉本　太平（東京教育専門学校　講師）

東京都新宿区 12時間
平成21年5月16日,
平成21年5月23日

14,400円 50人
平成21年4月16日〜
平成21年5月9日

平21-
40022-
00594号

03-3227-0091
http://www.wadaminor
u.ac.jp/tokyo/index.
html

東京教育専門学
校

教育の 新事情

「教職について」「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
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。

安西　豪行（東京教育専門学校　校長）
橋本　昌夫（東京教育専門学校　副校長）
瑞穂　優（東京教育専門学校　講師）
丸林　さちや（東京教育専門学校　講師）
杉本　太平（東京教育専門学校　講師）

東京都新宿区 12時間
平成21年8月18日,
平成21年8月19日

14,400円 50人
平成21年4月16日〜
平成21年8月5日

平21-
40022-
00595号

03-3227-0091
http://www.wadaminor
u.ac.jp/tokyo/index.
html

財団法人大学セ
ミナーハウス

教育の 新事情

①現代の学校教育が問われているもの（安田忠郎、３時間
×１、講義形式）
②現代心理学からみた子どもの発達と教育（鹿毛雅治、高
垣マユミ、３時間×１、講義形式）
③学校改革・教育改革（安田忠郎、３時間×１、講義形式）
④開かれた学校と危機管理（五十嵐勲、田邊克彦、３時間
×１、講義形式）

安田忠郎（武蔵工業大学教職課程教授）
鹿毛雅治（慶應義塾大学教職課程教授）
高垣マユミ（鎌倉女子大学大学院教授）
五十嵐勲（早稲田大学大学院教職研究科客員
教授）
田邊克彦（神奈川県立総合教育センター所長）

東京都八王子
市

12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月30日

12,000円 130人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
81350-
00645号

042-676-8511（代
表）

www.seminarhouse.or.
jp

財団法人大学セ
ミナーハウス

教育の 新事情

①現代の学校教育が問われているもの（安田忠郎、３時間
×１、講義形式）
②現代心理学からみた子どもの発達と教育（鹿毛雅治、高
垣マユミ、３時間×１、講義形式）
③学校改革・教育改革（安田忠郎、３時間×１、講義形式）
④開かれた学校と危機管理（五十嵐勲、田邊克彦、３時間
×１、講義形式）

安田忠郎（武蔵工業大学教職課程教授）
鹿毛雅治（慶應義塾大学教職課程教授）
高垣マユミ（鎌倉女子大学大学院教授）
五十嵐勲（早稲田大学大学院教職研究科客員
教授）
田邊克彦（神奈川県立総合教育センター所長）

東京都八王子
市

12時間
平成21年9月20日～
平成21年9月23日

12,000円 130人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
81350-
00646号

042-676-8511（代
表）

www.seminarhouse.or.
jp

財団法人大学セ
ミナーハウス

教育の 新事情

①現代の学校教育が問われているもの（安田忠郎、３時間
×１、講義形式）
②現代心理学からみた子どもの発達と教育（鹿毛雅治、高
垣マユミ、３時間×１、講義形式）
③学校改革・教育改革（安田忠郎、３時間×１、講義形式）
④開かれた学校と危機管理（五十嵐勲、田邊克彦、３時間
×１、講義形式）

安田忠郎（武蔵工業大学教職課程教授）
鹿毛雅治（慶應義塾大学教職課程教授）
高垣マユミ（鎌倉女子大学大学院教授）
五十嵐勲（早稲田大学大学院教職研究科客員
教授）
田邊克彦（神奈川県立総合教育センター所長）

東京都八王子
市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月29日

12,000円 130人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
81350-
00647号

042-676-8511（代
表）

www.seminarhouse.or.
jp

國學院大學 幼稚園・小学校教育の 新事情

幼稚園・小学校教諭を主な対象として、「教職についての省
察」「子どもの変化」「教育政策の動向」「学校の内外におけ
る連携協力についての理解」の各事項に関して、教育行政
および学校教育・現職研修の実務経験があり、また教育学・
教育心理学の研究者である多様な講師陣により講義を行
い、教育現場の直面している諸問題について見識を深め
る。

新富　康央（研究開発推進機構教授）
宮川　八岐（日本体育大学教授）
柴田　保之（文学部教授）
矢吹　省司（文学部教授）
田沼　茂紀（高知大学教育学部教授、教育学部
附属教育実践センター長）
安野　功（国立教育政策研究所教育課程研究
センター教育課程調査官及び文部科学省初等
中等教育局教育課程課教科調査官兼務）
佐藤　美穗（客員教授）
夏秋　英房（研究開発推進機構准教授）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年7月31日～
平成21年8月1日

10,000円 100人
平成21年5月7日～
平成21年5月29日

平21-
30148-
00750号

03-5466-0111
03-5466-0527

http://www.kokugakui
n.ac.jp/eq/index.htm
l

12 / 29 ページ

http://www.wadaminoru.ac.jp/tokyo/index.html�
http://www.wadaminoru.ac.jp/tokyo/index.html�
http://www.seminarhouse.or.jp/�
http://www.seminarhouse.or.jp/�
http://www.seminarhouse.or.jp/�
http://www.meisen.ac.jp/tsurukawatandai/�
http://www.jwu.ac.jp/�
http://www.kokugakuin.ac.jp/eq/index.html�


開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

東海大学 教育の 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 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。70名程度で1クラスを構成し、
内容に応じて更にクラスを分割し、一部をグループディス
カッション形式で行う。小学校・中学校・高等学校の教員を
対象とする。

菅井　保（課程資格教育センター教授）
大島　宏（課程資格教育センター講師）
平野　眞（課程資格教育センター教授）
佐藤　徹（課程資格教育センター教授）
望月 國男（課程資格教育センター教授）
逢坂 伸一（課程資格教育センター教授）
朝倉　徹（課程資格教育センター准教授）
宮森 孝史（文学部教授）
芳川 玲子（文学部教授）
稲垣 智則（横浜市、川崎市スクールカウンセ
ラー）
飯田　國雄（北里大学一般教育部教授）
鈴木 正行（平塚市立江陽中学校校長）
高木 俊樹（秦野市教育委員会教育指導課長）

神奈川県平塚
市

12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 320人

1次募集　平成21年5月
11日～5月30日
2次募集　平成21年6月
29日～7月 4日

平21-
30183-
00697号

0463-58-1211
http://www.u-
tokai.ac.jp/

日本女子大学

必修領域「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での連携
協力についての理解」

受講者は、四つの領域（「教職についての省察」「子どもの
変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「学校の内外での連携協力についての理解」）についての
新の情報（知見）を学ぶことによって、自らの今後の教育実
践についての考察を深める。そして、担当講師は、領域ごと
に設けられたテーマについての 新の情報（知見）をわかり
やすく解説する。

岩木秀夫(人間社会学部教授）
森田伸子(人間社会学部教授）
飽田典子(広島国際大学大学院総合人間科学
研究科実践臨床心理学専攻専門職学位課程教
授）
井上信子(人間社会学部教授）
吉崎静夫(人間社会学部教授）
村上祐介(愛媛大学法文学部准教授)
田中雅文（人間社会学部教授)
清永賢二(人間社会学部教授）

神奈川県川崎
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人

平成21年4月24日～30
日（文京区、豊島区、川
崎市校園教員、本学附
属校園教員、本学卒業
生教員）
平成21年5月7日～13日
（一般、その他）

平21-
30219-
00717号

03-5981-3282 http://www.jwu.ac.jp

神奈川大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「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」、「子
どもの変化についての理解」、の４つの事項について、教育
の 新事情を講義し、多様な実践経験から学びを深めま
す。

大西勝也（神奈川大学人間科学部教授）
古屋喜美代（神奈川大学人間科学部教授）
間山広朗（神奈川大学人間科学部助教）
入江直子（神奈川大学人間科学部教授）
関口昌秀（神奈川大学経営学部教授）
鈴木そよ子（神奈川大学経営学部教授）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年5月23日

平21-
30250-
00682号

045-481-5661
http://www.kanagawa-
u.ac.jp/13/kyouinmen
kyo/

関東学院大学 教育の 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、 新の知識・
技能の習得と今日的な教育的課題についての理解を深め
る。60人を1クラスとし、受講者相互が問題意識を深め合え
る講習を目指す。特に「子どもの変化についての理解」で
は、教育委員会と連携し、指導主事による地域性を重視し
た講習内容を提供する。

高橋  美惠子(文学部教授)
小泉　秀夫(人間環境学部教授)
細谷　早里(経済学部准教授)
細田　聡(文学部教授)
大谷　信一(工学部准教授)
小板橋　貴久(横須賀市教育委員会指導主事)
小谷　亜弓(横須賀市教育委員会指導主事)
向井　博幸(横須賀市教育委員会指導主事)
鈴木  由美子(横須賀市教育委員会指導主事)
丹治  美穂子(横須賀市教育委員会指導主事主
査)

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年 8月20日～
平成21年 8月21日

12,000円 120人
平成21年 6月 1日～
平成21年 6月20日

平21-
30254-
00564号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/

関東学院大学 教育の 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 新の知識・技能の習得と今日的な教育的課題につい
ての理解を深めることを目指す。受講対象者は全校種・全
教員である。

影山  礼子(法学部教授)
鈴木  みゆき(法学部講師)
安部　健(北里大学非常勤講師)
山本  由美(東京田中短期大学准教授)

神奈川県小田
原市

12時間
平成21年 8月20日～
平成21年 8月21日

12,000円 50人
平成21年 6月 1日～
平成21年 6月20日

平21-
30254-
00565号

045-786-7007
http://univ.kanto-
gakuin.ac.jp/

相模女子大学 「教育の 新事情」

「教育の 新事情」＜教育改革の動向と教員の役割＞学校
を巡る状況の変化を把握し、特に子どもの変化に対応した
指導のあり方や教育政策動向の理解と対応を考えるなど、
今後の教員のあり方を模索する。＜学校における危機管理
～子どもを巡る安心安全対策＞今日的な課題として、子ど
もを巡る安心安全対策を構想するとともに 、理不尽な親た
ちへの対応を含め学校を巡る危機管理について考える。

福田　須美子 （学芸学部教授）
久保田　　力  (学芸学部教授)
瀬尾　美紀子 (学芸学部講師)
竹下　昌之 (学芸学部教授)
佐藤　道幸 (学芸学部教授)
池田　仁人 (学芸学部准教授)

神奈川県相模
原市

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年5月7日～
平成21年5月29日

平21-
30255-
00689号

042-742-1433
http://www.sagami-
wu.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　幼稚園教育の現場において、現代的社会の変化と幼児の
不変的発達の間で多様なニーズが求められています。その
中で現場保育者として、幼児の発達をいろいろな側面から
捉え①その発達を理解し②保育の環境及び保育者の適切
な援助を考え③保育者の資質向上を考えていきたいと思い
ます。

大豆生田　啓友（関東学院大学人間環境学部
人間発達学科専任講師、関東学院大学人間環
境学部人間発達学科准教授）
兵頭　恵子（冨士見幼稚園主任、元大妻女子大
学非常勤講師）

神奈川県横浜
市

12時間

平成21年5月28日,平成
21年6月11日,平成21年
7月2日,平成21年9月10
日,平成21年11月5日,平
成22年1月28日

12,000円 20人
平成21年4月17日～
平成21年4月30日

平21-
81345-
00648号

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

新潟大学 教育の 新事情関係

 　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、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。教員に求
められる 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。

八鍬 友広 （教育学部准教授）
神村 栄一 （教育学部准教授）
阿部 好策 （教育学部教授）
相庭 和彦 （教育学部准教授）

新潟県新潟市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 300人
平成21年5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10034-
00674号

025-262-7103
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

新潟大学 教育の 新事情関係

 　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、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。教員に求
められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。

伊藤 敦美 （敬和学園大学准教授）
長澤 正樹 （教育学部准教授）
藤村 正司 （教育学部教授）
雲尾 周 （大学院現代社会文化研究科准教授）

新潟県新潟市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 300人
平成21年5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10034-
00675号

025-262-7103
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

新潟大学 教育の 新事情関係

　 「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、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。教員に求
められる 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。

齋藤 勉 （大学院現代社会文化研究科教授）
有川 宏幸 （教育学部准教授）
阿部 好策 （教育学部教授）
雲尾 周 （大学院現代社会文化研究科准教授）

新潟県新潟市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 200人
平成21年5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10034-
00676号

025-262-7103
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

新潟大学 教育の 新事情関係

 　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、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。教員に求
められる 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。

岸本 賢一 （教育学部客員教授）
横山 知行 （教育学部教授）
江端 周二 （元新潟県公立小学校長）
相庭 和彦 （教育学部准教授）

新潟県長岡市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

12,000円 100人
平成21年5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10034-
00677号

025-262-7103
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

新潟大学 教育の 新事情関係

　 「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、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。教員に求
められる 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。

齋藤 勉 （大学院現代社会文化研究科教授）
増澤 菜生 （教育学部准教授）
世取山 洋介 （教育学部准教授）
渡辺 伸栄 （新潟県岩船郡関川村教育委員会
　　　　　　　  教育委員長）

新潟県村上市 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5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10034-
00678号

025-262-7103
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

上越教育大学 教育の 新事情関係Ａ

「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 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。
この講習では、主に幼・小・特別支援学校をテーマに取り上
げる。

増井　三夫（学校教育研究科教授），越　良子
（学校教育研究科准教授），宮下　敏恵（学校教
育研究科准教授），小林　恵　（学校教育研究科
教授）

新潟県上越市 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19日～
平成21年5月29日

平21-
10036-
00567号

025-521-3276
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

上越教育大学 教育の 新事情関係B

「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 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。
この講習では、主に中学・高校をテーマに取り上げる。

増井　三夫（学校教育研究科教授），
大庭　重治（学校教育研究科教授），
小林　恵　（学校教育研究科教授），
藤田　武志（学校教育研究科准教授）

新潟県上越市 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19日～
平成21年5月29日

平21-
10036-
00568号

025-521-3276
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

上越教育大学 教育の 新事情関係C

「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 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。
この講習では、主に幼・小・特別支援学校をテーマに取り上
げる。

武嶋　俊行（学校教育研究科教授）
廣瀬　裕一（学校教育研究科教授）
村中　智彦（学校教育研究科講師）
高橋　靖子（学校教育研究科助教）
橋本　定男（学校教育研究科准教授）
中山　勘次郎（学校教育研究科教授）
安藤　知子（学校教育研究科准教授）
末松　裕基（学校教育研究科講師）

新潟県長岡市 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19日～
平成21年5月29日

平21-
10036-
00569号

025-521-3276
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

上越教育大学 教育の 新事情関係D

「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 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。
この講習では、主に中学校・高等学校をテーマに取り上げ
る。

武嶋　俊行（学校教育研究科教授）
廣瀬　裕一（学校教育研究科教授）
村中　智彦（学校教育研究科講師）
佐藤　淳一（学校教育研究科准教授）
中山　勘次郎（学校教育研究科教授）
安藤　知子（学校教育研究科准教授）
末松　裕基（学校教育研究科講師）

新潟県長岡市 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19日～
平成21年5月29日

平21-
10036-
00570号

025-521-3276
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

上越教育大学 教育の 新事情関係

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、教員に求めら
れる 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。

大前　敦巳（学校教育研究科准教授）
道城　裕貴（学校教育研究科助教）
橋本　定男（学校教育研究科准教授）
井上　久祥（学校教育研究科准教授）

新潟県佐渡市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 20人
平成21年5月19日～
平成21年5月29日

平21-
10036-
00571号

025-521-3276
http://www.juen.ac.j
p/menkyokk/consortiu
m_niigt/top.html

悠久山栄養調理
専門学校

教育の 新情報

　「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」、「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 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。
　受講対象者の地域的便宜を考え新潟県中越地区で必修
研修が受講可能になります。

齋藤　勉（新潟大学教育学部　教授）
大坪　純子（悠久山栄養調理専門学校　非常勤
講師）
小幡　和雄（悠久山栄養調理専門学校　専任教
員）
小林　弘（悠久山栄養調理専門学校　専任教
員）

新潟県長岡市 12時間
平成21年 8月22日～
平成21年 8月23日

12,000円 80人
平成21年 4月16日～
平成21年 5月15日

平21-
40034-
00566号

0258-32-7696
http://www.nagaokaso
go.ac.jp/

富山短期大学 教育の 新事情

幼稚園教諭を主な対象として、子どもや学校を取り巻く環境
の変化や近年の法令改正および学習指導要領改訂等の動
向を見据えながら、教育をめぐる今日的課題について次の
４点にわたって講習します。
①教職についての省察　②子どもの変化についての理解
③教育政策の動向についての理解　④学校の内外におけ
る連携協力についての理解

宮田　伸朗(福祉学科教授)
開　仁志(幼児教育学科講師)
青山　仁(付属みどり野幼稚園副園長)
小芝　隆(幼児教育学科教授)
水田　聖一(富山国際大学教養学部教授)
宮田　徹(幼児教育学科教授)
水上　義行(利賀創造交流館支配人)

富山県富山市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

15,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年6月30日

平21-
35164-
00719号

076-436-5146
http://www.toyama-
c.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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

山梨大学 教育の 新事業

「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事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育問題についての理
解を深める。

高橋　英児（教育人間科学部准教授）
鳥海　順子（教育人間科学部教授）
中村　享史（教育人間科学部教授）
平井　貴美代（教育人間科学部教授）

山梨県甲府市 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4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10040-
00653号

055-220-8101
http://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学 教育の 新事業

「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事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育問題についての理
解を深める。

石川　啓二（教育人間科学部教授）
谷口　明子（教育人間科学部教授）
堀　　哲夫（教育人間科学部教授）
瀧田　二三男（教育人間科学部客員教授）

山梨県甲府市 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4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10040-
00654号

055-220-8101
http://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学 教育の 新事業

「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事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育問題についての理
解を深める。

阿部　　茂（教育人間科学部准教授）
廣瀬　信雄（教育人間科学部教授）
岩永　正史（教育人間科学部教授）
角田　　修（教育人間科学部教授）

山梨県甲府市 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4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10040-
00655号

055-220-8101
http://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学 教育の 新事業

「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事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育問題についての理
解を深める。

寺﨑　弘昭（教育人間科学部教授）
酒井　　厚（教育人間科学部准教授）
服部　一秀（教育人間科学部准教授）
雨宮　　亘（教育人間科学部客員教授）

山梨県甲府市 12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10040-
00656号

055-220-8101
http://www.yamanashi
.ac.jp/

山梨大学 教育の 新事業

「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事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育問題についての理
解を深める。

寺﨑　弘昭（教育人間科学部教授）
鳥海　順子（教育人間科学部教授）
中村　享史（教育人間科学部教授）
平井　貴美代（教育人間科学部教授）

山梨県甲府市 12時間
平成21年9月19日～
平成21年9月20日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10040-
00657号

055-220-8101
http://www.yamanashi
.ac.jp/

都留文科大学 教育の 新事情

必修領域の講座については、規定の４事項にわたって、
新の研究成果と実践の蓄積を踏まえた知見を提供します。
講師陣は、いずれも教育現場や相談現場に実践的・臨床的
に深い関わりを持つ本学専任教員を中心とした意欲的な構
成です。また、当更新講習の本格実施初年度にあたって、
「本当の意味で現職教員にとって有益な講習のあり方」自体
を、受講者のみなさんとともに考え合う機会にもしたいと考
えています。

佐藤　隆（文学部初等教育学科教授）
森　博俊（文学部初等教育学科教授）
大島　英樹（立正大学心理学部准教授）

山梨県都留市 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5月20日～
平成21年6月19日

平21-
20027-
00582号

0554-43-4341
http://www.tsuru.ac.
jp

山梨県教育委員
会

教育の 新事情

本講習では、教育改革の現状や新学習指導要領の概要、
学校を巡る近年の社会状況を概観した上で、多様化する子
どもたちの集団形成や特別支援教育の現状、学校の危機
管理や情報セキュリティ、保護者や地域との連携など、現在
の学校や教員に求められている教育課題を実践的に学ぶこ
とを目指す。また、今日の小中学生の生活変化や発達課題
に対応した教育相談についても焦点をあてて具体的に考察
する。

堀井啓幸（山梨県立大学教授）
阿部真美子（山梨県立大学教授）
池田充裕（山梨県立大学教授）
永井達彦（山梨県立大学非常勤講師）
山田幸子（山梨県立大学非常勤講師）

山梨県甲府市 12時間
平成21年6月20日,
平成21年6月27日

12,000円 50人
平成21年4月24日～
平成21年5月22日

平21-
50019-
00651号

055-223-1755
http://www.pref.yama
nashi.jp/gimukyo/ind
ex.html

山梨県教育委員
会

教育の 新事情

本講習では、教育改革の現状や新学習指導要領の概要、
学校を巡る近年の社会状況を概観した上で、多様化する子
どもたちの集団形成や特別支援教育の現状、学校の危機
管理や情報セキュリティ、保護者や地域との連携など、現在
の学校や教員に求められている教育課題を実践的に学ぶこ
とを目指す。また、今日の幼稚園児の生活変化や発達課題
に対応した教育相談についても焦点をあてて具体的に考察
する。

堀井啓幸（山梨県立大学教授）
池田政子（山梨県立大学教授）
阿部真美子（山梨県立大学教授）
池田充裕（山梨県立大学教授）
永井達彦（山梨県立大学非常勤講師）

山梨県甲府市 12時間
平成21年6月20日,
平成21年6月27日

12,000円 50人
平成21年4月24日～
平成21年5月22日

平21-
50019-
00652号

055-223-1755
http://www.pref.yama
nashi.jp/gimukyo/ind
ex.html

信州大学 教育の 新事情

幼稚園教諭を対象に開講。
改正教育職員免許法の趣旨を踏まえ、教員の資質向上に
資するため、教職についての省察、子どもの変化について
の理解、教育政策の動向についての理解、学校の内外での
連携協力についての理解をより深める。
特に幼稚園教諭向けとして、現場教員から要望を踏まえ、
教育政策の動向についての理解としては幼稚園教育要領
総則の理解を、また子どもの変化についての理解としては
幼児期の子どもの軽度発達障がいに関する内容を重点的
に扱う。
本講座は長野県短期大学及び上田女子短期大学の協力で
実施します。

伏木　久始（教育学部助教授）
武者　一弘（教育学部准教授）
村上　千恵子（教育学部教授）
天岩　靜子（教育学部教授）
東原　義訓（教育学部教授）
谷塚　光典（教育学部准教授）
金山　美和子（長野県短期大学講師）
塚原　拓馬（上田女子短期大学講師）

長野県長野市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 30人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
10041-
00673号

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

星槎大学 教育の 新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、基本的な知識の確
認とともに、実践的な理解を深めることを目的とする。合わ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

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

静岡県沼津市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

12,000円 30人
平成21年4月16日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
00684号

045-972-3296
http://www.seisa.ac.
jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

常葉学園大学 教育の 新事情

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育体
系の実態について理解する。今般改訂された学習指導要領
総則の趣旨並びに総合的な学習の時間の取り扱いについ
て周知する。今日の学校を取り巻く危機管理上等の課題並
びにそれへの組織的対応の在り方について考察する。子供
の発達に関する心理学等における 新の知見（特別支援教
育も含む）について把握する。　　  対象：小学校教諭　100
名、中・高校英語教諭 40名　　講習方法：講義を中心とす
る。

角替　弘志(教育学部教授）
鈴木　三平(教育学部教授）
猿田　真嗣(教育学部教授）
加藤　敏之(教育学部教授）

静岡県静岡市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 140人
平成21年4月16日～
平成21年7月10日

平21-
30322-
00669号

054-261-2614
http://www.tokoha-
u.ac.jp/

常葉学園大学 教育の 新事情

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育体
系の実態について理解する。今般改訂された学習指導要領
総則の趣旨並びに総合的な学習の時間の取り扱いについ
て周知する。今日の学校を取り巻く危機管理上等の課題並
びにそれへの組織的対応の在り方について考察する。子供
の発達に関する心理学等における 新の知見（特別支援教
育も含む）について把握する。　　  対象：小学校教諭　100
名、講習方法：講義を中心とする。

角替　弘志(教育学部教授）
鈴木　三平(教育学部教授）
猿田　真嗣(教育学部教授）
加藤　敏之(教育学部教授）

静岡県静岡市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年7月10日

平21-
30322-
00670号

054-261-2614
http://www.tokoha-
u.ac.jp/

常葉学園大学 教育の 新事情

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育体
系の実態について理解する。今般改訂された学習指導要領
総則の趣旨並びに総合的な学習の時間の取り扱いについ
て周知する。今日の学校を取り巻く危機管理上等の課題並
びにそれへの組織的対応の在り方について考察する。子供
の発達に関する心理学等における 新の知見（特別支援教
育も含む）について把握する。　　  対象：小学校教諭　100
名、講習方法：講義を中心とする。

角替　弘志(教育学部教授）
鈴木　三平(教育学部教授）
猿田　真嗣(教育学部教授）
加藤　敏之(教育学部教授）

静岡県浜松市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年7月10日

平21-
30322-
00671号

054-261-2614
http://www.tokoha-
u.ac.jp/

常葉学園大学 教育の 新事情

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育体
系の実態について理解する。今般改訂された学習指導要領
総則の趣旨並びに総合的な学習の時間の取り扱いについ
て周知する。今日の学校を取り巻く危機管理上等の課題並
びにそれへの組織的対応の在り方について考察する。子供
の発達に関する心理学等における 新の知見（特別支援教
育も含む）について把握する。　　  対象：小学校教諭　100
名、講習方法：講義を中心とする。

角替　弘志(教育学部教授）
鈴木　三平(教育学部教授）
猿田　真嗣(教育学部教授）
加藤　敏之(教育学部教授）

静岡県三島市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年7月10日

平21-
30322-
00672号

054-261-2614
http://www.tokoha-
u.ac.jp/

愛知大学 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。

太田　明（法学部教授）
田子　健（文学部教授）
渡邉　正（文学部教授）
鎌倉　利光（文学部助教）
岡田　圭二（愛知大学短期大学部准教授）
宇田　光（南山大学総合政策学部教授）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 150人
平成21年5月18日～
平成21年5月30日

平21-
30327-
00572号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知大学 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。

太田　明（法学部教授）
田子　健（文学部教授）
渡邉　正（文学部教授）
鎌倉　利光（文学部助教）
岡田　圭二（愛知大学短期大学部准教授）
宇田　光（南山大学総合政策学部教授）

愛知県豊橋市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 150人
平成21年5月18日～
平成21年5月30日

平21-
30327-
00573号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知みずほ大学 教育の 新事情に関する講習

近年の教育事情と子どもたちの心とからだの問題に関して
理解を深めることを目標にしています。具体的には「教育行
政と制度改革の動向」、「特別支援教育の現状と課題」、「子
どもの発達と脳科学」、「子どもの臨床心理学」、「学習指導
要領の改訂の動向と内容」、「学校安全とスクール・セクシャ
ル・ハラスメント」などのテーマで展開いたします。ＶＴＲの利
用や意見交換の時間も予定しています。

池田　賢市（中央大学文学部教授）
横田　雅史（人間科学部教授）
高橋　脩（豊田市こども発達ｾﾝﾀ-）
後藤　和史（人間科学部講師）
柳本　祐加子（中京大学法科大学院准教授）
森川　貞夫（日本体育大学体育学部教授）

愛知県豊田市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 30人
平成21年4月16日～
平成21年5月30日

平21-
30338-
00597号

0565-43-0111
http://amc.mizuho-
c.ac.jp/

名城大学 教育の 新事情

近年における学校及び子どもの状況の変化、教師の置かれ
ている環境の変化、発達研究の動向、学習指導要領改定な
らびに教育政策の動向、さらには学校内外における連携の
在り方等について、基本的知識の習得と理解を深めること
を通して、今日教師に課せられている課題についての認識
と自覚を深めることを目指す。

酒井　博世(教職センター教授)
宮嶋　秀光(人間学部人間学科教授)
伊藤　康児(人間学部人間学科教授)
和田　実(人間学部人間学科教授)
木岡　一明(大学・学校づくり研究科教授)
片山　信吾(教職センター准教授)
志村　ゆず(人間学部人間学科助教)
塩崎　万里(人間学部人間学科准教授)

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
30368-
00741号

(052)838-2026
http://www.meijo-
u.ac.jp/

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における 新諸事情

本講習では、「幼稚園教育における 新諸事情」をテーマと
して（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、以上３つの事
項を各々３時間、及び（４）学校の内外での連携協力につい
ての理解を２時間、（５）学校における危機管理上の課題に
ついて１時間、計１２時間開講する。

千田　隆弘（保育科　専任教員）
菅田　達也（保育科　専任教員）
酒井　教子（保育科　専任教員）
木本　有香（保育科　専任教員）
磯野　光伸（保育科　専任教員）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年10月17日，
平成21年10月24日

12,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年10月 2日

平21-
40037-
00738号

052-962-9113
http://www.nbunka.ac
.jp/nb1/
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平成２１年度（第３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

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における 新諸事情

本講習では、「幼稚園教育における 新諸事情」をテーマと
して（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、以上３つの事
項を各々３時間、及び（４）学校の内外での連携協力につい
ての理解を２時間、（５）学校における危機管理上の課題に
ついて１時間、計１２時間開講する。

千田　隆弘（保育科　専任教員）
菅田　達也（保育科　専任教員）
酒井　教子（保育科　専任教員）
木本　有香（保育科　専任教員）
磯野　光伸（保育科　専任教員）

愛知県西加茂
郡三好町

12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年8月 6日

平21-
40037-
00739号

052-962-9113
http://www.nbunka.ac
.jp/nb1/

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

講習内容は，教職の今日的役割，家庭・地域との連携，子
どもの発達や課題の理解，学校法規，開かれた学校づくり
の在り方，教育課程の動向と指導の在り方などを取り上げ
る。また，教育的愛情や対人関係能力に関する事項も取り
上げ，講義を通して１２時間実施する。受講対象者は，名古
屋市教育センター研修講座である「学校運営推進講座」を
受講し，かつ，平成２１年度に教員免許状更新講習の受講
対象者のみとする。

鬼頭　稔　　名古屋市教育委員会指導室指導主
事
山内敏之　名古屋市教育委員会教職員課管理
主事
寺崎敏博　名古屋市教育センター研修部長
川北貴之　名古屋市教育センター研究調査部
長
青山金一　名古屋市教育センター教育相談部
長
鷲尾順一　名古屋市教育センター指導主事
米山慶志　名古屋市教育センター指導主事

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年7月23日，
平成21年8月5日，
平成21年8月25日

0円 10人
平成21年6月9日

平21-
50057-
00737号

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

愛知みずほ大学・
愛知みずほ大学
短期大学部

教育の 新事情

「教職についての省察」「こ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、養護教諭に
求められる 新の知識・技能の習得と今日的な教育課題に
ついて理解を深めることを目指す。

愛知みずほ大学短期大学部
原　和宏（生活学科　副学長・教授）
浅野　靜（生活学科　講師）
愛知みずほ大学
一木玲子（人間科学部　講師）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 30人
平成21年4月16日～
平成21年5月16日

平21-
92310-
00596号

052-882-1815
http://www.aichi-
mizuho.ac.jp/amjc/

桜花学園大学・名
古屋短期大学

教育の 新事情

　幼児期の教育を主たる対象として、①教育専門職に求め
られる課題、②子どもの変化をふまえた発達や支援の課
題、③幼稚園教育要領の改正など教育政策の動向と課題、
④学校・家庭・地域の連携協力の課題の4項目を主に検討
し、教育の 新事情と今日的な課題についての理解を深め
ることを目指す。

豊田　和子（桜花学園大学保育学部教授）
神田　英雄（桜花学園大学保育学部教授）
近藤　正春（桜花学園大学保育学部教授）
橋本　洋治（名古屋短期大学保育科講師）
牧　信子（名古屋短期大学保育科教授）

愛知県豊明市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 50人
平成21年6月1日～
平成21年7月10日

平21-
92320-
00649号

0562-97-1306
http://www.ohkagakue
n-u.ac.jp/index.htm

同朋大学・名古屋
音楽大学・名古屋
造形大学

教育の 新事情

①グローバリゼーションの中の教育　②大人・教師・子ども
の教育的・世代間関係　③大人・教師・子どもの愛情関係
④子どもの発達の科学　⑤特別支援教育の課題　⑥子ども
の生活の変化を踏まえた適切な指導　⑦学習指導要領の
改訂の特徴　⑧新学習指導要領の受けとめられ方　⑨近年
の教育改革の動向と教育法の改正　⑩家庭・地域との連携
⑪開かれた学校づくりと学校参加　⑫教育現場におけるコ
ミュニケーション能力　⑬子どもの安全の確保　⑭学校の危
機管理

眞有　澄香（同朋大学准教授）
立川　正世（名古屋音楽大学特任教授）
北畠　知量（同朋大学教授）
井上　　薫（同朋大学准教授）
藪　　一之（同朋大学非常勤講師）
目黒　達哉（同朋大学准教授）
大橋　基博（名古屋造形芸術大学短期大学部
教授）
吉田　　豊（同朋大学非常勤講師）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年5月11日～
平成21年6月1日

平21-
92350-
00704号

052-411-1207
http://www.doho.ac.j
p/

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

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。

坪井　守(三重中京大学短期大学部教授)
大谷 正人(三重大学教育学部教授)
森脇 健夫(三重大学教育学部教授)
道前　美重子(三重大学教育学部附属教育実践
総合ｾﾝﾀｰ客員教授)

三重県津市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 160人
平成21年6月1日～
平成21年6月7日

平21-
10049-
00576号

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

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

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。

今井 伸和(三重短期大学講師)
草薙　明(四日市市立港中学校校長)
郷右近 歩(三重大学教育学部准教授)
姉崎 弘(三重大学教育学部教授)
天野　武男(鈴鹿市教育委員会事務局教育次
長)
森脇　健夫(三重大学教育学部教授)
河崎 道夫(三重大学教育学部教授)
道前美重子(三重大学教育学部附属教育実践
総合ｾﾝﾀｰ客員教授）

三重県いなべ
市

12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 160人
平成21年6月1日～
平成21年6月7日

平21-
10049-
00577号

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

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理
解を深めることを目指す。

伊藤 敏子(三重大学教育学部教授)
草薙　明(四日市市立港中学校校長)
赤木 和重(三重大学教育学部准教授)
姉崎 弘(三重大学教育学部教授)
佐藤 年明（三重大学教育学部教授)
長澤　貴(享栄学園鈴鹿短期大学助教)
中沢　薫(学校法人梅村学園三重高等学校学
監)
河崎 道夫(三重大学教育学部教授)

三重県津市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 320人
平成21年6月1日～
平成21年6月7日

平21-
10049-
00578号

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

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

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。

坪井　守(三重中京大学短期大学部教授)
荒川　哲郎(三重大学教育学部教授)
天野　武男(鈴鹿市教育委員会事務局教育次
長)
沓張　久治(三重中京大学短期大学部非常勤講
師)

三重県鳥羽市 12時間
平成21年10月17日～
平成21年10月18日

12,000円 160人
平成21年8月3日～
平成21年8月9日

平21-
10049-
00579号

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

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理
解を深めることを目指す。

南  学(三重大学教育学部准教授)
大谷 正人(三重大学教育学部教授)
須曽野 仁志(三重大学教育学部教授)
沓張　久治(三重中京大学短期大学部非常勤講
師)

三重県尾鷲市 12時間
平成21年11月21日～
平成21年11月22日

12,000円 80人
平成21年9月14日～
平成21年9月20日

平21-
10049-
00580号

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

17 / 29 ページ

http://www.edu.mie-u.ac.jp/menkyo/�
http://www.edu.mie-u.ac.jp/menkyo/�
http://www.edu.mie-u.ac.jp/menkyo/�
http://www.edu.mie-u.ac.jp/menkyo/�
http://www.edu.mie-u.ac.jp/menkyo/�
http://www.aichi-mizuho.ac.jp/amjc/�
http://www.ohkagakuen-u.ac.jp/index.htm�
http://www.doho.ac.jp/�
http://www.nbunka.ac.jp/nb1/�
http://www.kyosen.ac.nagoya-c.ed.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３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

三重大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「教育政
策の動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４つの事項について、教員に求められる

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。

杉田　勝雄(学校法人梅村学園三重中京短期大
学部食物栄養科教授)
郷右近　歩(三重大学教育学部准教授)
長澤　貴(享栄学園鈴鹿短期大学助教)
中沢　薫(学校法人梅村学園三重高等学校学
監)

三重県津市 12時間
平成21年12月19日～
平成21年12月20日

12,000円 160人
平成21年9月14日～
平成21年9月20日

平21-
10049-
00581号

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

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における 新諸事情

本講習では、「幼稚園教育における 新諸事情」をテーマと
して（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、以上３つの事
項を各々３時間、及び（４）学校の内外での連携協力につい
ての理解を２時間、（５）学校における危機管理上の課題に
ついて１時間、計１２時間開講する。

千田　隆弘（保育科　専任教員）
菅田　達也（保育科　専任教員）
酒井　教子（保育科　専任教員）
木本　有香（保育科　専任教員）
磯野　光伸（保育科　専任教員）

三重県津市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年12月11日

平21-
40037-
00740号

052-962-9113
http://www.nbunka.ac
.jp/nb1/

滋賀大学 教育の 新事情

必修領域の「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
外の連携協力についての理解」について、8つの講義内容を
設定し、これまでの研究から得られた知見をもとに講義す
る。

喜名　信之（教育学部教授）
三輪　貴美枝（教育学部准教授）
井上　好人（金沢星稜大学人間科学部准教授）
紅林　伸幸（教育学部准教授）
川村　光（教育学部特任講師）
兒玉　典子（教育学部教授）
渡部　雅之（教育学部教授）
若松　養亮（教育学部准教授）
近藤　文良（教育学部教授）
堀江　伸（教育学部准教授）
木全　清博（教育学部教授）
上田　孝俊（武庫川女子大学大学院文学研究
科准教授）
藤田　弘之（教育学部教授）
湯藤　定宗（帝塚山学院大学文学部専任講師）
白井　重樹（教育学部教授）
田中　誠（教育学部准教授）
寺脇　達夫（教育学部非常勤講師就任予定）
宮田　仁（教育学部教授）
神月　紀輔（e-Learning推進室特任准教授）

滋賀県大津市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月8日

12,000円 1,000人
平成21年4月27日～
平成21年5月20日

平21-
10050-
00660号

077-537-0320
http://www.shiga-
u.ac.jp/

滋賀大学 教育の 新事情

必修領域の「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
外の連携協力についての理解」について、8つの講義内容を
設定し、これまでの研究から得られた知見をもとに講義す
る。

喜名　信之（教育学部教授）
三輪　貴美枝（教育学部准教授）
井上　好人（金沢星稜大学人間科学部准教授）
紅林　伸幸（教育学部准教授）
川村　光（教育学部特任講師）
兒玉　典子（教育学部教授）
渡部　雅之（教育学部教授）
若松　養亮（教育学部准教授）
近藤　文良（教育学部教授）
堀江　伸（教育学部准教授）
木全　清博（教育学部教授）
上田　孝俊（武庫川女子大学大学院文学研究
科准教授）
藤田　弘之（教育学部教授）
湯藤　定宗（帝塚山学院大学文学部専任講師）
白井　重樹（教育学部教授）
田中　誠（教育学部准教授）
寺脇　達夫（教育学部非常勤講師就任予定）
宮田　仁（教育学部教授）
神月　紀輔（e-Learning推進室特任准教授）

滋賀県大津市 12時間
平成21年8月9日～
平成21年8月10日

12,000円 200人
平成21年4月27日～
平成21年5月20日

平21-
10050-
00661号

077-537-0320
http://www.shiga-
u.ac.jp/

京都大学 E.FORUMで学ぶ教育の 新事情

現代の教師には、教育政策の動向、子どもたちをめぐる状
況の変化、 新の研究成果などを深く理解して、学習指導
や教育経営に取り組む力量が求められている。本講座は、
京都大学大学院教育学研究科E.FORUMが平成18年度より
「全国スクールリーダー育成研修」を行ってきた実績
（http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/e-forum/参照）を活かしつ
つ、「政策動向と学校マネジメント」「子ども理解と学級経営」
という大きく二つの柱から、現代の教師に求められる力量形
成を図るものである。

高見　茂（教育学研究科教授）
田中　耕治（教育学研究科教授）
桑原　知子（教育学研究科教授）
楠見　孝（教育学研究科教授）
金子　勉（教育学研究科准教授）
大山　泰宏（教育学研究科准教授）
明和　政子（教育学研究科准教授）
上原　哲太郎（学術情報メディアセンター准教
授）

京都府京都市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

12,000円 80人
平成21年4月16日～
平成21年4月22日

平21-
10052-
00622号

０７５－７５３－２５
４８

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

京都府立大学 教育の 新事情

必修講習の４つの事項（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）につい
て、 新の「教育問題」、「学校問題」、心理学研究、教育改
革の動向などを通して学ぶ。

吉岡　真佐樹（公共政策学部教授）
宮嶋　邦明（京都橘大学教授）
長谷川　豊（公共政策学部准教授）
服部　敬子（公共政策学部准教授）

京都府京都市 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4月16日～
平成21年6月30日

平21-
20040-
00623号

075-703-5118
http://ballerina.kpu
.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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

京都産業大学 教育の 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、
教育行政の動向及び学校の内外における連携協力等に関
する事項について理解を深めることを目指す。本講習は、２
日連続で開催され、京都産業大学の専任教員がそれぞれ
の専門領域の講習を担当する。本年度は４名の教員が担当
する予定である。小･中・高校･支援学校教員の受講を想定
しており、主として講義形式で講習を行う。講習に使用する
資料等は講習時に適宜配布する。

角田　豊（文化学部教授）
河原　省吾（経営学部准教授）
西川　信廣（文化学部教授）
藤岡　一郎（法科大学院法務研究科教授）

京都府京都市 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1日～
平成21年6月20日

平21-
30385-
00575号

075-705-1479
http://www.kyoto-
su.ac.jp/

京都女子大学
学校・教師に求められているもの
についての総合的考察

学校と地域、家庭との連携の意義を明らかにしつつ、その
連携を通じて学校の危機管理上の課題を整理し、安全確保
について考察する。さらに、教員としての子ども観・教育観を
明確にし、教員の専門性について論及し、子どもの知的発
達、パーソナリティ・社会性の発達の分析・解明を試みた
い。また、新学習指導要領に基づいて、時代や社会の動向
及び児童生徒の実態を踏まえ行われた学力観の再検討や
教育内容の改善について考察する。主な受講対象者は、小
学校教諭(及び幼稚園教諭）を想定している。(ただし、女性
に限る。）

吉永　幸司（発達教育学部教授）
田井　康雄（発達教育学部教授）
森下　正康（発達教育学部教授）
井上　一郎（発達教育学部教授）

京都府京都市 12時間
平成21年8月2日～
平成21年8月3日

12,000円 100人
平成21年6月2日～
平成21年6月16日

平21-
30387-
00621号

075-531-7048
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/

立命館大学 教育の 新事情

本講座では、教員免許更新講習の必修領域（１２時間）であ
る、「教育の 新事項」に関する講義を展開します。「教職に
ついての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策
の動向についての理解」「学校の内外での連携協力につい
ての理解」の各事項を含んでいます。

春日井　敏之（立命館大学文学部教授）
望月　昭（立命館大学文学部教授）
沖　裕貴（立命館大学教育開発推進機構教授）
椋本　洋（立命館大学教育開発推進機構教授）

京都府京都市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年4月30日

平21-
30402-
00748号

075-465-8467
http://www.ritsumei.
jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（近畿、中高）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 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。なお、本講習会は、同
志社女子大学との共催で開催する。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）山路進（日本私
学教育研究所主任研究員、明治大学文学部非
常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
明治大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
明治大学文学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員）

京都府京都市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

15,000円 150人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00589号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（西日本、小）

私立学校（小学校）教員向けに、「教職についての省察」「子
どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての
理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４
つの事項について、私学教員に求められる 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。なお、本講習会は、同志社女子大学との共催で
開催する。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
明治大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
明治大学文学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員）
斎藤進（元学習院初等科科長、武蔵野学院大
学・短期大学非常勤講師）
福田景三郎（日本私立小学校連合会事務局長）
石橋恵二（武蔵野東小学校校長、日本私立小
学校連合会副会長）

京都府京都市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

15,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00590号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

大阪学院大学 教育の 新事情

必修講習として次の４つの事項、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学校内外における連携協力についての理解、
に加えて教育の 新事情（情報教育）についての理解を講
習内容とする。

井上　　専(大阪学院大学国際学部 准教授)
岡　　　 毅(立命館大学教育開発推進機構 教
授)
山本　博樹(大阪学院大学流通科学部 教授)
伊丹　昌一(大阪府教育センター 主任指導主
事)
安田　一之(大阪学院大学国際学部 准教授)
西田　智子(吹田市教育委員会 指導主事)
田中　和彦(吹田市教育委員会 指導主事)
谷口　高士(大阪学院大学情報学部 教授)
梅本　修平(大阪学院大学流通科学部 講師)
森本　憲夫(大阪学院大学企業情報学部 講師)
白川　雄三(大阪学院大学経済学部 教授)
後藤　忠彦(岐阜女子大学 副学長)

大阪府吹田市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

12,000円 50人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
30411-
00690号

06-6381-8434(代
表)

http://www.osaka-
gu.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３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

大阪青山大学・大
阪青山短期大学

教育の 新事情－実践上の課題
と方策－

「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 新知識・技能の修得と今日的な教育実践上の課題と方
策について考察する。主として幼稚園教諭と小学校教諭を
受講対象者とする。

住岡　英毅（健康科学部教授）
児玉　荘一（健康科学部教授）
米田　　薫（健康科学部教授）
大澤　茂男（健康科学部准教授）
山口　静枝（健康科学部准教授）
近藤　大生（健康科学部特任教授）

大阪府箕面市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月30日

平21-
92705-
00691号

072-723-9437
http://www.osaka-
aoyama.ac.jp/

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 200人
平成21年5月12日～
平成21年6月11日

平21-
10057-
00723号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 200人
平成21年5月12日～
平成21年6月11日

平21-
10057-
00724号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 200人
平成21年5月12日～
平成21年6月11日

平21-
10057-
00725号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年10月24日～
平成21年10月25日

12,000円 200人
平成21年5月12日～
平成21年6月11日

平21-
10057-
00726号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年11月28日～
平成21年11月29日

12,000円 200人
平成21年5月12日～
平成21年6月11日

平21-
10057-
00727号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の 新
事情
　－学校知の再構成－

　　本講習は100人×2クラスで実施。受講者における教育
実践に寄与し、学校知の再構成を促すため、学校における
現実的問題・課題の具体例に基づいて、「学校をめぐる状況
の変化や自らの教育観・子ども観等の教職についての省
察」「子どもの発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適
切な指導の在り方等の子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連携
協力についての理解」の各事項の意義・重要性とその 新
事情について講述し、認識を深める。（小・中学校を中心とし
た内容・事例を扱う。）

安部崇慶（学校教育研究科教授）、渡邊隆信
（学校教育研究科准教授）、大関達也（学校教
育研究科講師）、長澤憲保（学校教育研究科教
授）、別惣淳二（学校教育研究科准教授）、佐藤
哲也（学校教育研究科准教授）、柘植雅義（学
校教育研究科教授）、宇野宏幸（学校教育研究
科教授）、井澤信三（学校教育研究科准教授）、
嶋﨑まゆみ（学校教育研究科講師）、岡村寿代
（学校教育研究科講師）、横川和章（学校教育
研究科教授）、新井肇（学校教育研究科教授）、
古川雅文（学校教育研究科教授）、松本剛（学
校教育研究科准教授）、山中一英（学校教育研
究科講師）、藤原忠雄（学校教育研究科准教
授）、秋光恵子（学校教育研究科講師）、竺沙知
章（学校教育研究科准教授）、加治佐哲也（学
校教育研究科教授）、武井敦史（学校教育研究
科准教授）、渡邉満（学校教育研究科教授）、淀
澤勝治（学校教育研究科准教授）、小寺正一
（学校教育研究科特任教授）、浅野良一（学校
教育研究科教授）、大野裕己（学校教育研究科
准教授）、廣岡徹（学校教育研究科教授）、西岡
伸紀（学校教育研究科教授）、森広浩一郎（学
校教育研究科准教授）、岩井圭司（学校教育研
究科教授）、有園博子（学校教育研究科准教
授）

兵庫県加東市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 200人
平成21年9月1日～
平成21年9月30日

平21-
10057-
00728号

0795-44-2320
http://www.hyogo-
u.ac.jp/office/pro/k
oshin/index.html

関西国際大学 教育の 新事情

①｢教職者への願い｣（油布佐和子）は、教育問題をグロー
バルな視点から取り上げて考察する。②｢子どもの生活と発
達｣（清水將之＆濱名陽子）は、子どもの現状についての心
理学的な考察を行う。③｢教育政策と教育内容｣（中谷彪＆
冨田福代）は、文部科学行政の 新の話題を提供する。④｢
地域の連携協力｣（進藤正洋）は、ローカルな地域固有の特
定問題を考える。

清水將之（人間科学部教授）
濱名陽子（教育学部教授）
油布佐和子（早稲田大学大学院教職研究科教
授）
中谷彪（奈良県香芝市教育委員会教育長）
冨田福代（教育学部教授）
進藤正洋（教育学部准教授）

兵庫県三木市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 100人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30453-
00611号

0794-84-3505
http://www.kuins.ac.
jp

関西国際大学 教育の 新事情

①｢教職者への願い｣（苅谷剛彦）は、教育問題をグローバ
ルな視点から取り上げて考察する。②｢子どもの生活と発
達｣（藤田継道＆濱名陽子）、子どもの現状についての心理
学的な考察を行う。③｢教育政策と教育内容｣（中谷彪＆冨
田福代）は、文部科学行政の 新の話題を提供する。④｢地
域の連携協力｣（坂口隆康）、ローカルな地域固有の特定問
題を考える。

中谷彪（奈良県香芝市教育委員会教育長）
冨田福代（教育学部教授）
坂口隆康（客員教授）
藤田継道（兵庫教育大学学校教育学部教授）
濱名陽子（教育学部教授）
苅谷剛彦（東京大学大学院教育学研究科教授）

兵庫県尼崎市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
30453-
00612号

0794-84-3505
http://www.kuins.ac.
jp

神戸学院大学 教育の 新事情

わが国における近年の社会状況の変化や教育改革の動向
を踏まえ、「教職についての省察」、「子どもの変化について
の理解」、「教育政策の動向についての理解」及び「学校内
外における連携協力のあり方」等の問題について、 新の
情報をもとに理解を深める。

水谷　勇（人文学部教授）
小山　正（人文学部教授）
石崎　淳一（人文学部准教授）
今西　幸蔵（天理大学人間学部教授）

兵庫県神戸市 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11日～
平成21年5月22日

平21-
30463-
00679号

078-974-1551
http://www.kobegakui
n.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３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

神戸国際大学 教育の 新事情

　過去30年近くにわたって、「生きる力」を育むために「個に
応じた指導」「ティーム・ティーチング」「少人数指導」や「総合
的な学習の時間」など教育方法・内容の改善に努めてきた
学会の蓄積や多様な講師を利用して、教員に必要とされる
共通の 新の知識・技能を講習する。具体的には、子ども
理解や教育方法・技術に関する 新の知識・技能、キャリア
教育やカウンセリング法などに関する 新の知識・技能、対
人関係や学級経営などに関する 新の知識・技能を講習す
る。

鈴木　正幸（近大姫路大学教育学部教授）
辻村　哲夫（近大姫路大学教育学部教授）
五百住 満（関西学院大学文学部准教授）
谷口　育史(近畿大学豊岡短期大学非常勤講
師）
三宅　義和(経済学部准教授）
山本　克典(経済学部教授)

兵庫県神戸市 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15日

平21-
30465-
00680号

078-845-3500
http://www.kobe-
kiu.ac.jp/

神戸国際大学 教育の 新事情

　過去30年近くにわたって、「生きる力」を育むために「個に
応じた指導」「ティーム・ティーチング」「少人数指導」や「総合
的な学習の時間」など教育方法・内容の改善に努めてきた
学会の蓄積や多様な講師を利用して、教員に必要とされる
共通の 新の知識・技能を講習する。具体的には、子ども
理解や教育方法・技術に関する 新の知識・技能、キャリア
教育やカウンセリング法などに関する 新の知識・技能、対
人関係や学級経営などに関する 新の知識・技能を講習す
る。

鈴木　正幸（近大姫路大学教育学部教授）
辻村　哲夫（近大姫路大学教育学部教授）
五百住 満（関西学院大学文学部准教授）
谷口　育史(近畿大学豊岡短期大学非常勤講
師）
三宅　義和(経済学部准教授）
山本　克典(経済学部教授)

兵庫県神戸市 12時間
平成21年10月31日、
平成21年11月7日

12,000円 100人
平成21年8月31日～
平成21年9月12日

平21-
30465-
00681号

078-845-3500
http://www.kobe-
kiu.ac.jp/

園田学園女子大
学

教育の 新情報

　教員としての子ども観・教育観等についての省察を行うと
ともに、学習指導要領の改訂の動向等教育政策について学
習を深めたい。
　さらに、ヴィゴツキーやデューイの 新研究を受講者にわ
かりやすく提供する。

熊谷年夫（園田学園高等学校校長）
土井捷三（園田学園女子大学人間健康学部特
任教授）
中井豊（園田学園女子大学人間教育学部准教
授）
上野恭裕（園田学園女子大学人間健康学部教
授）
有馬均（高槻市教育委員会学校教育部主幹）
浦岸英雄（園田学園女子大学人間健康学部教
授）

兵庫県尼崎市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 60人
平成21年4月20日～
平成21年5月31日

平21-
30478-
00601号

06-6429-9904
http://www.sonoda-
u.ac.jp

頌栄短期大学 幼児教育の現状と課題

「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いての理解に
関する事項」のすべての項目について、 新事情を踏まえ
て重点化しながら講義を行う。本学において長年培われて
きた幼児教育の実践を土台として、受講者一人一人が自ら
の教育活動により積極的に取り組んでいけるような学びの
場を提供する。

中野　敬一（准教授）
三木　知子（教授）
名須川　知子（兵庫教育大学教授）
廣瀬　則子（准教授）
阿部　扶早（准教授）
藤井　薫（准教授）

兵庫県神戸市 13時間
平成21年8月7日,
平成21年8月8日,
平成21年8月10日

12,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年4月30日

平21-
35296-
00752号

078-842-2541
http://www.glory-
shoei.ac.jp/

奈良女子大学 教育の 新事情

教育の 新事情に関して、教職論、発達論、教育経営論、
教育支援論などをふまえて、学校を巡る近年の状況の変化
と教育課題、教師の役割、子どもの発達課題、生活指導上
の課題、政策の動向、学校内外の課題への組織的対応と
危機管理について、講義を行う。なお、「子どもの生活の変
化をふまえた指導課題」及び「学習指導要領改訂等の動
向」については、子どもの発達や学校種に応じた受講者の
関心に応じて、初等クラス（幼稚園･小学校）と中等クラス（中
学・高校）に分けて、内容を提供する。

本山　方子　（文学部准教授）
西村　拓生　（文学部准教授）
杉峰　英憲（文学部教授）
天ケ瀬　正博　（文学部准教授）
浜田　寿美男　（文学部教授）
野村　晴夫　（文学部准教授）
杉澤　学　（附属小学校教諭）
吉田　隆　（附属中等教育学校教諭）
勝山　元照　（附属中等教育学校副校長）
野坂　祐子　（大阪教育大学学校危機メンタル
サポートセンター講師）

奈良県奈良市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月７日

12,000円 150人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
10060-
00583号

0742-20-3020
http://www.nara-
wu.ac.jp

奈良女子大学 教育の 新事情

教育の 新事情に関して、教職論、発達論、教育経営論、
教育支援論などをふまえて、学校を巡る近年の状況の変化
と教育課題、教師の役割、子どもの発達課題、生活指導上
の課題、政策の動向、学校内外の課題への組織的対応と
危機管理について、講義を行う。なお、「子どもの生活の変
化をふまえた指導課題」及び「学習指導要領改訂等の動
向」については、子どもの発達や学校種に応じた受講者の
関心に応じて、初等クラス（幼稚園･小学校）と中等クラス（中
学・高校）に分けて、内容を提供する。

本山　方子　（文学部准教授）
西村　拓生　（文学部准教授）
杉峰　英憲（文学部教授）
天ケ瀬　正博　（文学部准教授）
浜田　寿美男　（文学部教授）
野村　晴夫　（文学部准教授）
杉澤　学　（附属小学校教諭）
吉田　隆　（附属中等教育学校教諭）
勝山　元照　（附属中等教育学校副校長）
野坂　祐子　（大阪教育大学学校危機メンタル
サポートセンター講師）

奈良県奈良市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 150人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
10060-
00584号

0742-20-3020
http://www.nara-
wu.ac.jp

鳥取大学 教育の 新事情

学校を巡る近年の状況の変化、専門職たる教員の役割、子
どもの発達に関する課題や子どもの生活の変化を踏まえた
適切な指導の在り方、並びに、学習指導要領の改訂動向等
に関して総則の趣旨や近年の状況を踏まえた内容、法令改
正及び国の審議会の状況、様々な問題に対する組織的対
応の必要性及び対人関係・日常的コミュニケーションの重要
性、学校における危機管理上の課題等について、 新の状
況や県内の状況を踏まえて、講義する。

大谷直史（生涯教育総合センター准教授）
河合務（地域学部講師）
太田美幸（生涯教育総合センター講師）
小林勝年（生涯教育総合センター准教授）
田丸敏高（地域学部教授）
高取憲一郎（地域学部教授）
廣重佳治（地域学部教授）
小枝達也（地域学部教授）
寺川志奈子（地域学部准教授）
高橋千枝（地域学部講師）
山根俊喜（地域学部教授）
渡部昭男（地域学部教授）
一盛真（地域学部准教授）
柿内真紀（生涯教育総合センター准教授）
奥野隆一（地域学部教授）
小椋孝昭（生涯教育総合センター特任教員）

鳥取県鳥取市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月22日

平21-
10062-
00693号

0857-31-5537
http://www.tottori-
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３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

鳥取大学 教育の 新事情

学校を巡る近年の状況の変化、専門職たる教員の役割、子
どもの発達に関する課題や子どもの生活の変化を踏まえた
適切な指導の在り方、並びに、学習指導要領の改訂動向等
に関して総則の趣旨や近年の状況を踏まえた内容、法令改
正及び国の審議会の状況、様々な問題に対する組織的対
応の必要性及び対人関係・日常的コミュニケーションの重要
性、学校における危機管理上の課題等について、 新の状
況や県内の状況を踏まえて、講義する。

大谷直史（生涯教育総合センター准教授）
河合務（地域学部講師）
太田美幸（生涯教育総合センター講師）
小林勝年（生涯教育総合センター准教授）
田丸敏高（地域学部教授）
高取憲一郎（地域学部教授）
廣重佳治（地域学部教授）
小枝達也（地域学部教授）
寺川志奈子（地域学部准教授）
高橋千枝（地域学部講師）
山根俊喜（地域学部教授）
渡部昭男（地域学部教授）
一盛真（地域学部准教授）
柿内真紀（生涯教育総合センター准教授）
奥野隆一（地域学部教授）
小椋孝昭（生涯教育総合センター特任教員）

鳥取県米子市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月22日

平21-
10062-
00694号

0857-31-5537
http://www.tottori-
u.ac.jp/

鳥取大学 教育の 新事情

学校を巡る近年の状況の変化、専門職たる教員の役割、子
どもの発達に関する課題や子どもの生活の変化を踏まえた
適切な指導の在り方、並びに、学習指導要領の改訂動向等
に関して総則の趣旨や近年の状況を踏まえた内容、法令改
正及び国の審議会の状況、様々な問題に対する組織的対
応の必要性及び対人関係・日常的コミュニケーションの重要
性、学校における危機管理上の課題等について、 新の状
況や県内の状況を踏まえて、講義する。

大谷直史（生涯教育総合センター准教授）
河合務（地域学部講師）
太田美幸（生涯教育総合センター講師）
小林勝年（生涯教育総合センター准教授）
田丸敏高（地域学部教授）
高取憲一郎（地域学部教授）
廣重佳治（地域学部教授）
小枝達也（地域学部教授）
寺川志奈子（地域学部准教授）
高橋千枝（地域学部講師）
山根俊喜（地域学部教授）
渡部昭男（地域学部教授）
一盛真（地域学部准教授）
柿内真紀（生涯教育総合センター准教授）
奥野隆一（地域学部教授）
小椋孝昭（生涯教育総合センター特任教員）

鳥取県鳥取市 12時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

12,000円 200人
平成21年4月16日～
平成21年5月22日

平21-
10062-
00695号

0857-31-5537
http://www.tottori-
u.ac.jp/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（中国・四国、中高）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）

鳥取県米子市 12時間
平成21年10月23日～
平成21年10月24日

15,000円 120人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
81355-
00593号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

森川　直（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）
水野　正憲（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
住野　好久（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
熊谷　慎之輔（大学院教育学研究科准教授、教
育学部准教授）

岡山県岡山市 12時間
平成21年 7月25日～
平成21年 7月26日

12,000円 250人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
10064-
00602号

086-251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

森川　直（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）
井上祥治（岡山大学特命教授）
高瀬　淳（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）
熊谷　慎之輔（大学院教育学研究科准教授、教
育学部准教授）

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 250人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
10064-
00603号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

尾上　雅信（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
山口　健二（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
山田　剛史（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
尾島　卓（大学院教育学研究科講師、教育学部
講師）

岡山県岡山市 12時間
平成21年 8月17日～
平成21年 8月18日

12,000円 250人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
10064-
00604号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

寺澤　孝文（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
山口　健二（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
尾島　卓（大学院教育学研究科講師、教育学部
講師）
高木　亮（中国短期大学講師）

岡山県岡山市 12時間
平成21年 8月19日～
平成21年 8月20日

12,000円 250人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
10064-
00605号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

寺澤　孝文（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
福本　昌之（岡山県立大学教授）
佐藤　博志（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
高木　亮（中国短期大学講師）

岡山県岡山市 12時間
平成21年 8月21日～
平成21年 8月22日

12,000円 250人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
10064-
00606号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

尾上　雅信（教育学部教授）
大橋康宏（山陽学園短期大学教授）
福本　昌之（岡山県立大学教授）
佐藤　博志（教育学部准教授）

岡山県岡山市 12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 250人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
10064-
00607号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

山中　芳和（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
古市　裕一（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
住野　好久（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
諏訪　英広（川崎医療福祉大学准教授）

岡山県岡山市 12時間
平成21年12月5日～
平成21年12月6日

12,000円 250人
平成21年10月1日～
平成21年10月30日

平21-
10064-
00608号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

岡山大学 教育の 新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の 新の知見等に関す
る「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等
に関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等
の組織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携
協力についての理解」に関する 新の教育課題、学問成果
をふまえた講習を行う。

山中　芳和（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
高瀬　淳（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）
林　創（大学院教育学研究科講師、教育学部講
師）
金川　舞貴子（岡山学院大学講師）

岡山県岡山市 12時間
平成21年12月25日～
平成21年12月26日

12,000円 250人
平成21年10月1日～
平成21年10月30日

平21-
10064-
00609号

086ｰ251-7588
http://www.okayama-
u.ac.jp/user/ed/Edu.
html

吉備国際大学 教育の 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（岡山理科大学資格取得支援･教職
学芸員センター准教授）
森井 康幸（心理学部教授）
中島 弘徳（岡山理科大学資格取得支援・教職
学芸員センター准教授）
曽我 雅比児（岡山理科大学資格取得支援・教
職学芸員センター教授）
小山 悦司(倉敷芸術科学大学教職課程教授)
上北 　彰(千葉科学大学教職課程教授)

岡山県高梁市 12時間
平成21年 8月 2日～
平成21年 8月 3日

12,000円 40人
平成21年 5月11日～
平成21年 7月17日

平21-
30499-
00613号

0866-22-7779 http://kiui.jp

広島経済大学 教育の 新事情

「教育の 新事情」の必修4領域[①教職についての省察、
②子どもの変化についての理解、③教育政策の動向につい
ての理解、④学校の内外における連携協力についての理
解]について、中等教育に焦点を絞り本学の教職専門科目
担当者6名の分担により講習を実施する。原則1クラス40名
程度とし、講義及び演習形式でそれぞれの内容について理
解を深めることをめざす。中学校・高等学校の現職教員又
は免許状所持者等を対象とした講習である。

神田　義浩（経済学部教授）
田中　泉（経済学部教授）
森田　裕司（経済学部教授）
餅川　正雄（経済学部准教授）
志々田　まなみ（経済学部准教授）
樋口　雅夫（経済学部講師）

広島県広島市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 40人

第1次募集／本学卒業
生
平成21年5月7日～
平成21年5月15日
第2次募集／一般
平成21年5月25日～
平成21年6月5日

平21-
30511-
00634号

082-871-1001 http://www.hue.ac.jp

広島国際学院大
学

教育の 新事情

子どもを取りまく環境が大きく変わっている中で、求められて
いる教育観、指導にあたっての工夫、生徒指導、教育政策、
及び学校運営などの諸課題に向き合い、再認識されること
を趣旨として、「教職についての省察」「子どもの変化につい
ての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外
における連携協力についての理解」の４つの事項について

新の知識・技能を提供し、それらの理解の深化につなが
ることを目指す。

荒谷　信子(比治山大学非常勤講師）
上野　耕史（国立教育政策研究所教育課程調
査官）
沖田　稔（広島県備北教育事務所学校経営相
談主任）
鹿嶋　真弓（東京都荒川区立第四中学校教諭）
深田　明生（学生課長）
三木　斐（広島市学校保健会こころの相談員）
山根　俊亮（広島市教育委員会指導第二課校
外指導主事）
石井　眞治（広島大学大学院教育学研究科教
授）
林　武広（広島大学大学院教育学研究科教授）
間田　泰弘（工学部教授）
岡田　大爾（情報デザイン学部准教授）

広島県広島市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 70人
平成21年4月16日～
平成21年5月29日

平21-
30514-
00635号

082-820-2620
http://www.hkg.ac.jp
/

広島修道大学 教育の 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項目について、 新のデータや研
究成果をもとに講義する。小学校、中学校、高等学校の教
諭が受講対象。

岡本　徹（教授）
大庭　宣尊（教授）
財満　義輝（教授）
笹尾　省二（教授）
神﨑　憲子（広島文教女子大学講師）

広島県広島市 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7日～
平成21年6月20日

平21-
30515-
00636号

082-830-1122
http://www.shudo-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

広島女学院大学 教育の 新事情

「教職についての省察」（近年の学校をとり巻く状況変化、教
員の子ども観、教育観等）。「子どもの変化についての理解」
（子どもの生活環境の変化を踏まえた学級づくり、生徒指導
のあり方、カウンセリングの実際等）。「教育政策の動向につ
いての理解」（学習指導要領改訂の動向、教育に関する法
令改正、審議会の内容等）。「学校の内外における連携協力
についての理解」（保護者・地域社会との連携、危機管理
等）への取り組みの実際について考察する。

松浦正博（幼児教育心理学科教授）
桐木建始（幼児教育心理学科教授）
山下京子（幼児教育心理学科教授）
戸田浩暢（幼児教育心理学科准教授）
信楽和宏（広島大学大学院教育学研究科客員
教授）

広島県広島市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 70人
平成21年6月8日～
平成21年6月19日

平21-
30516-
00637号

082-222-3882
http://www.hju.ac.jp
/

広島文教女子大
学

共通コース 「教育の 新事情」

　 児童生徒・学校・教育をめぐる諸課題を解決するには、児
童生徒に寄り添いながら当事者である児童生徒・保護者・
地域との連携の上に立った教職員集団の専門的な日常的
実践が不可欠である。本講習では、日本の公教育に従事す
る教員の卓越性である同僚性・協働性をさらに深めるべく
「教職について」「子どもの変化」「教育政策」「学校内外での
連携・協力」の４つの事項について、反省的実践家としての
教員の資質の向上を目指す。

徳本　達夫（人間科学部教授）
有馬　比呂志（人間科学部教授）
木村　敦子（人間科学部教授）
植田　ひとみ（人間科学部教授）
高橋　泰道（人間科学部准教授）
南村　俊夫（人間科学部教授）
杉山　浩之（人間科学部教授）
浴野　雅子（人間科学部准教授）
菅井　直也（人間科学部教授）
奥　　雅雄（人間科学部准教授）

広島県広島市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 150人
平成21年5月1日～
平成21年5月8日

平21-
30517-
00639号

(082)814－3191
内線204

http://www.h-
bunkyo.ac.jp

広島文化学園短
期大学

教育の 新事情

   幼稚園教諭を対象として、「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「学校の内外における連携協力についての理解」の４つの
事項について、教員に求められる 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めざ
す。

小笠原道雄(教授･学長）
古矢千雪（保育学科教授）
田頭伸子（保育学科教授）
松元健治（保育学科教授）
宮田保江（保育学科教授）
白銀夏樹（保育学科准教授）
真庭一郎（保育学科非常勤講師）
堀内德子（保育学科非常勤講師）
野瀬祥代（保育学科非常勤講師）

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 50人
平成21年5月1日～
平成21年5月30日

平21-
35323-
00638号

082-239-5171
http://www.hbg.ac.jp
/

山口県立大学 教育の 新事情

基本となる4つの領域課題について 新の事情と研究成果
をふまえ，現職教員が自らの実践課題を今日の教育状況の
中に位置づけることができ、これまでの実践の成果と課題
が確認できるような学習と探求の機会とすることを目ざす。
特に、専門職としての教師の立場を支える法制度的条件に
ついての認識、子どもの発達段階や発達のしくみについて
の理解、学校教育の深化と発展を支える学校内外との連携
のポイントについての理解を深める。

赤羽　　潔（社会福祉学部教授）
甲原　定房（共通教育機構准教授）
相原　次男（国際文化学部教授）
斎藤　美麿（社会福祉学部教授）

山口県山口市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

12,000円 190人
平成21年5月20日～
平成21年6月10日

平21-
20053-
00650号

083-928-5637
http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp/

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県鳴門市
13時間

20分
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00742号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県鳴門市
13時間

20分
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00743号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県美馬市
13時間

20分
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00744号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県阿南市
13時間

20分
平成21年10月17日～
平成21年10月18日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00745号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県鳴門市
13時間

20分
平成21年10月31日～
平成21年11月1日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00746号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

伴　　 恒信　　（大学院学校教育研究科教授）
梶井　一暁　　（大学院学校教育研究科准教授）
葛上　秀文　　（大学院学校教育研究科准教授）
阪根　健二　　（大学院学校教育研究科准教授）
芝山　明義　　（大学院学校教育研究科助教）
木内　陽一　　（大学院学校教育研究科教授）
橋川  喜美  　（大学院学校教育研究科教授）
木下　光二　  （大学院学校教育研究科准教授）
塩路　晶子  　（大学院学校教育研究科講師）
豊成　哲     　（大学院学校教育研究科准教授）
島田　恭仁　  （大学院学校教育研究科准教授）
八幡　ゆかり　（大学院学校教育研究科教授）
井上　とも子　（大学院学校教育研究科准教授）
大谷　博俊　　（大学院学校教育研究科准教授）
高原　光恵　　（大学院学校教育研究科准教授）
津田　芳見　　（大学院学校教育研究科准教授）
田中　淳一　　（大学院学校教育研究科教授）
浜崎　隆司　　（大学院学校教育研究科教授）
木村　直子　　（大学院学校教育研究科講師）
曽川　京子　　（大学院学校教育研究科准教授）
中津　郁子    （大学院学校教育研究科准教授）
皆川　直凡    （大学院学校教育研究科准教授）
葛西　真記子 （大学院学校教育研究科教授）
田村　隆宏    （大学院学校教育研究科准教授）
山下　一夫    （大学院学校教育研究科教授）
佐藤　亨       （大学院学校教育研究科准教授）
末内　佳代    （大学院学校教育研究科講師）
井上　和臣    （大学院学校教育研究科教授）
山﨑　勝之    （大学院学校教育研究科教授）
粟飯原　良造 （大学院学校教育研究科准教授）
今田　雄三    （大学院学校教育研究科准教授）
小坂　浩嗣    （大学院学校教育研究科准教授）
久米　禎子    （大学院学校教育研究科講師）
吉井　健治    （大学院学校教育研究科准教授）
小野瀬　雅人 （大学院学校教育研究科教授）
兼松　儀郎    （大学院学校教育研究科教授）
村川　雅弘    （大学院学校教育研究科教授）
川上　綾子    （大学院学校教育研究科准教授）
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平成２１年度（第３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

鳴門教育大学 教育の 新事情

教育の 新の事情の４つの柱である「教職についての省
察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向につ
いての理解」「学校の内外における連携協力についての理
解」を更に８科目に分けて，専門領域に近い講師を配置し，
より実践的・専門的な内容を提供することにより，受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

徳島県鳴門市
13時間

20分
平成21年10月31日～
平成21年11月1日

12,000円 60人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
10068-
00747号

088-687-6101
http://www.naruto-
u.ac.jp/

四国大学 新の教育事情

教職についての考察：「今、教員にもとめられるもの」「子ど
も・教育観と教員の役割」子どもの変化についての理解：「子
どもの発達についての理解」「子どもの精神障害について」
教育改革の動向についての理解：「日米の教員免許制度」
「改訂学習指導要領が目指す方向」学校の内外における連
携協力についての理解：「学校保健に関する 新事情」「学
校危機管理ー子どもの健康と安全を守るためにー」以上に
おいて、小・中・高・特別支援の教員を対象に今日的な教育
課題について理解を深めることを目指す。

秋山敬子（生活科学部教授）
鈴木敏昭（生活科学部教授）
森内　幹（生活科学部教授）
井村雄三（生活科学部准教授）
小野健司（生活科学部准教授）
西岡かおり（生活科学部講師）
方百熊（生活科学部講師）
谷川裕稔（短期大学部教授）

徳島県徳島市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月29日

平21-
30528-
00658号

088-665-9905 www.shikoku-u.ac.jp

四国大学 新の幼稚園教育事情

教職についての考察：「資料からみる＜子ども＞」「保育者と
しての私」　子どもの変化についての理解：「心の理論課題
から捉えた発達のつまずき」「カウンセリングの基本」教育改
革の動向についての理解：「改訂幼稚園教育要領について」
「法律と子ども」　学校の内外における連携協力についての
理解：「就学前教育・保育における保護者指導について」「学
校危機管理‐子どもの健康と安全を守るために‐」以上にお
いて、幼稚園教諭を対象に今日的な幼児教育課題について
理解を深めることを目指す。

米村佳樹（生活科学部教授）
安好敏子（生活科学部教授）
井村雄三（生活科学部准教授）
富田喜代子（生活科学部講師）
西岡かおり（生活科学部講師）
棟方百熊（生活科学部講師）
森内智子（短期大学部講師）
山瀬範子（短期大学部助教）

徳島県徳島市 12時間
平成21年12月12日～
平成21年12月13日

12,000円 40人
平成21年5月25日～
平成21年5月29日

平21-
30528-
00659号

088-665-9905 www.shikoku-u.ac.jp

徳島文理大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力
についての理解」の４つの事項について、学校を巡る状況変
化・専門職たる教員の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改訂等の動向・その他教育改革の動向・各種課題に
対する組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課
題等、教員に求められる 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。

島田　俊朗（短期大学部保育科准教授）、寄田
啓夫（人間生活学部教授）、島　治伸（人間生活
学部教授）、三橋　謙一郎（人間生活学部教
授）、安藝　武（短期大学部教授）　、熊丸　真太
郎（短期大学部准教授）、梅枝　紘一（一般総合
科目准教授）

徳島県徳島市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 60人
平成21年5月1日～
平成21年6月10日

平21-
30529-
00705号

088-602-8025
http://www.bunri-
u.ac.jp

徳島文理大学 教育の 新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力
についての理解」の４つの事項について、学校を巡る状況変
化・専門職たる教員の役割・子どもの発達に関する課題・子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方・学習指
導要領改訂等の動向・その他教育改革の動向・各種課題に
対する組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課
題等、教員に求められる 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。

島田　俊朗（短期大学部保育科准教授）、寄田
啓夫（人間生活学部教授）、島　治伸（人間生活
学部教授）、三橋　謙一郎（人間生活学部教
授）、安藝　武（短期大学部教授）　、熊丸　真太
郎（短期大学部准教授）、梅枝　紘一（一般総合
科目准教授）

徳島県徳島市 12時間
平成21年11月28日～
平成21年11月29日

12,000円 60人
平成21年7月1日～
平成21年9月10日

平21-
30529-
00706号

088-602-8025
http://www.bunri-
u.ac.jp

福岡県立大学 教育の 新事情Ⅰ

 ①近年における社会の学校に対する見方に注目しながら、
各種報道・世論調査・統計等の客観的教材と並行して、エジ
プト・ラオスの教育事情や子どもを取り巻く環境等を取り入
れた講義を行う。②社会の変化に対応した新しい学校の役
割と、家庭や地域社会との連携・融合の方法を具体例を提
示しながら進める。③ＬＤ・ＡＤＨＤを含めた発達障害の早期
特徴とその教育的対応の在り方等を学習指導要領改訂と
連動させた観点で論じていく。

森山　沾一（人間社会学部教授）
小松　啓子（人間社会学部教授）
田中　哲也（人間社会学部教授）
夏原　和美（看護学部准教授）
大島　和枝（元小学校校長）
今村　　裕（養護学校総括教頭）

福岡県田川市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年5月15日

平21-
20057-
00720号

0947-42-2118
http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

福岡県立大学 教育の 新事情Ⅱ

①カウンセリングマインドの必要性や対人関係、日常的コ
ミュニケーションの重要性のなど人間関係スキル・コミュニ
ケーションスキルが不可欠な教育現場での活かし方とスキ
ル養成を中心とした、本学人間社会学部教員の専門分野を
十分に取り入れた講座編成を行っている。②心理学系を補
強して近年の我が国の生徒指導政策の推移を押さえなが
ら、子ども達の生活実態、発達と社会的自立・ニーズの多様
性など教育実践を通して論じていく。

古橋　啓介（人間社会学部教授）
福田　恭介（人間社会学部教授）
小嶋　秀幹（人間社会学部教授）
上野　行良（人間社会学部教授）
岩橋　宗哉（人間社会学部准教授）
麦島　　剛（人間社会学部准教授）
吉岡　和子（人間社会学部講師）
石川　フカエ（看護学部准教授）
大島　和枝（元小学校校長）
今村　　裕（養護学校総括教頭）
中野　直毅（田川市教育委員会学校教育課長）

福岡県田川市 12時間
平成21年9月5日～
平成21年9月6日

12,000円 100人
平成21年5月18日～
平成21年6月17日

平21-
20057-
00721号

0947-42-2118
http://www.fukuoka-
pu.ac.jp/

久留米大学 教員免許状更新講習「必修」

学校をめぐる内外の状況は近年大きく様変わりしつつある
が、教育の 新事情について、県立高等学校、特別支援学
校の退職校長、県教育行政、県教育センター経験者等が講
師となり、学校現場や教育行政等の体験を活かした講義を
行う。主たる対象は高等学校教員、幼小中高等部の特別支
援学校教員となるが、小中学校にも視野を広げ講義する。

原野雅（非常勤講師）
山崎賢一郎（非常勤講師）
藤田庸久（宇美町立療育センターすくすく園長）
濱本隆（非常勤講師）

福岡県久留米
市

12時間
平成21年8月 7日～
平成21年8月 8日

12,000円 50人
平成21年5月11日～
平成21年6月30日

平21-
30542-
00615号

0942(44)2071
http://www.kurume-
u.ac.jp/

藤原　伸彦    （大学院学校教育研究科准教授）
佐古　秀一　  （大学院学校教育研究科教授）
岩永　定       （大学院学校教育研究科教授）
石村　雅雄    （大学院学校教育研究科准教授）
大西　宏       （大学院学校教育研究科准教授）
久我　直人  　（大学院学校教育研究科准教授）
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第３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

久留米大学 教員免許状更新講習「必修」

学校をめぐる内外の状況は近年大きく様変わりしつつある
が、教育の 新事情について、県立高等学校、特別支援学
校の退職校長、県教育行政、県教育センター経験者等が講
師となり、学校現場や教育行政等の体験を活かした講義を
行う。主たる対象は高等学校教員、幼小中高等部の特別支
援学校教員となるが、小中学校にも視野を広げ講義する。

原野雅（非常勤講師）
山崎賢一郎（非常勤講師）
藤田庸久（宇美町立療育センターすくすく園長）
濱本隆（非常勤講師）

福岡県久留米
市

12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 50人
平成21年5月11日～
平成21年6月30日

平21-
30542-
00616号

0942(44)2071
http://www.kurume-
u.ac.jp/

久留米工業大学 教育の 新事情

学校教育を取り巻く状況の変化を的確に把握出来るように
なることを目的として、大きく次のような内容についての講義
を行なう。①学校を巡る近年の状況。  ②教育政策の 新
の動向。  ③様々な問題に対する、学校の組織としての対応
と学校外との連携協力。  ④子どもの発達の原理。  ⑤子ど
もの生活の変化による問題。  ⑥子ども観や教育観の問
題。（中学・高校教員向け）

坂本  和光（工学部教授）
立花  均（工学部教授）

福岡県久留米
市

12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 50人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30543-
00614号

0942-22-2345
http://www.kurume-
it.ac.jp/

福岡工業大学
現代教師に求められる教育の
「不易」と「流行」

本講習では、変化の激しい現代社会において学校教育を担
う教員に、時代を通じて変らない「不易」なもの（教育愛、教
育の使命感、教育者としての倫理感、等）を踏まえながら、
時代の変化に対応した教育実践を展開するために求められ
る教育に関する 新の知識・事情（変化する社会における
子どもの理解、教育政策の動向、変化する社会における学
校の在り方等）についての講義を行う。

上寺　康司　(教授)
阿山　光利　(教授)

福岡県福岡市
東区

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 50人
平成21年5月 7日～
平成21年6月30日

平21-
30558-
00722号

092-606-0647
http://www.fit.ac.jp
/

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の 新事
情（九州、中高）

私立学校（中学校、高等学校、中等教育学校）教員向けに、
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の４つの事項について、私学教員に
求められる 新の知識・技能の修得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることを目指す。

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）

熊本県熊本市 12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

15,000円 120人
平成21年4月16日～
平成21年6月7日

平21-
81355-
00592号

０３－３２２２－１６
２１

http://www.shigaku.o
r.jp/

宮崎学園短期大
学

幼児教育の 新情報

主に幼稚園教諭を対象として、学校を巡る状況変化や専門
職たる教員の役割、特別な教育的ニーズのある子どもへの
理解と適切な支援、幼稚園から小学校への移行、学習指導
要領の改訂をはじめとした教育施策の動向、学校内外にお
ける連携教育などについて取り上げ、講義・演習・討議を行
う。

松野　隆(保育科准教授)
江村　理奈(保育科講師)
野﨑　秀正(保育科講師)
酒匂　醸以(初等教育科講師)
米良　栄州(初等教育科講師)
岩切　徹志(保育科講師)

宮崎県宮崎郡 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5月1日～
平成21年5月30日

平21-
35378-
00617号

0985-85-0146
http://www.mwjc.ac.j
p/

鹿児島純心女子
大学

教育をとりまく状況の変化への対
応

以下の内容について、 新の研究動向に即した講習を行
う。①近年の教職研究において提示されてきた概念を批判
的に検討する。教育身体論の立場から、教職観、子ども観
の省察を行う。②発達障害や多様な心理的不適応などへの
対応について、カウンセリングの 新の知見とともに講義す
る。③学習指導要領の改訂等を踏まえながら、創意工夫の
ある学習指導の在り方について考察する。④学校における
危機管理の観点から、学校内外の連携協力の在り方につ
いて理解を深める。

広瀬　健一郎　（国際人間学部准教授）
石井　宏祐　（国際人間学部講師）
石村　華代　（国際人間学部講師）
獅子目　博文　（国際人間学部教授）

鹿児島県薩摩
川内市

12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

12,000円 200人
平成21年5月16日～
平成21年6月30日

平21-
30587-
00665号

0996-23-5311
http://www.k-
junshin.ac.jp/jundai
/

鹿児島県教育委
員会

パワーアップ研修（共通研修１：
教育の 新事情）

 　鹿児島県のパワーアップ研修該当者及び鹿児島県の離
島に現に勤務する教員（小学校及び特別支援学校，養護教
諭）のうち，希望する者に対して， 「教職についての省察」，
「子どもの変化についての理解」，「教育政策の動向につい
ての理解」及び「学校内外における連携協力についての理
解」の事項についての現職研修を行い，教員に求められる

新の知識・技能の習得と今日的な教育課題についての理
解を深めることを目指す。

原園　修二（県教育庁義務教育課指導監）
野添　新一（志學館大学教授）
森豊　貴志（県教育庁教職員課職
木之下　浩一（県教育庁教職員課主査）
清水　哲也（県教育庁教職員課主査）
寺坂　力夫（県教育庁保健体育課主任指導主
事兼係長）
玉泉　眞二（県教育庁保健体育課指導主事）
竹之下　浩徳（県教育庁保健体育課指導主事）
吉元　鈴代（県教育庁保健体育課指導主事）
有薗　公博（県教育庁保健体育課指導主事）
吉嶺　　梓（県総合教育センター研究主事

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

0円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
50046-
00662号

099-286-5298
http://www.pref.kago
shima.jp/kyoiku/

鹿児島県教育委
員会

パワーアップ研修（共通研修２：
教育の 新事情）

 　鹿児島県のパワーアップ研修該当者及び鹿児島県の離
島に現に勤務する教員（中学校及び高等学校）のうち，希望
する者に対して， 「教職についての省察」，「子どもの変化に
ついての理解」，「教育政策の動向についての理解」及び
「学校内外における連携協力についての理解」の事項につ
いての現職研修を行い，教員に求められる 新の知識・技
能の習得と今日的な教育課題についての理解を深めること
を目指す。

原園　修二（県教育庁義務教育課指導監）
篠原　良司（県教育庁高校教育課指導監）
野添　新一（志學館大学教授）
森豊　貴志（県教育庁教職員課職員係長）
木之下　浩一（県教育庁教職員課主査）
清水　哲也（県教育庁教職員課主査）
寺坂　力夫（県教育庁保健体育課主任指導主
事兼係長）
玉泉　眞二（県教育庁保健体育課指導主事）
竹之下　浩徳（県教育庁保健体育課指導主事）
吉元　鈴代（県教育庁保健体育課指導主事）
有薗　公博（県教育庁保健体育課指

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

0円 200人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
50046-
00663号

099-286-5298
http://www.pref.kago
shima.jp/kyoiku/
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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３回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

鹿児島市教育委
員会

１０年経験者研修（共通研修：教
育の 新事情）

　鹿児島市の１０年経験者研修該当者のうち、希望する者に
対して、「教職についての省察」「子どもの変化についての理
解」「教育施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」の事項についての現職研修を行
い、教員に求められる 新の知識・技能の習得と今日的教
育課題について理解を深めることを目指す。

石塚勝郎（ＮＰＯ日本教育カウンセラー協会鹿児島
県支部代表）
福山孝一(鹿児島県指導と評価研究会　事務局長)
上林房一正(鹿児島市教育委員会　教育部長）
秋武達朗(鹿児島市教育委員会　学校教育課長）
坂下修(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導主
事）
新田薫(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導主
事）
岩戸均(鹿児島市教育委員会　青少年課　主幹）
大戸剛志(鹿児島市教育委員会　青少年課　指導主
事）
中村克己(鹿児島市教育委員会　青少年課　指導主
事）
大山直美(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導
主事）
牧善一朗(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導
主事）
下江嘉誉(鹿児島市教育委員会　学務課　主査）
宮田研郎(鹿児島市教育委員会　学務課　主査）
橋口克朗(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導
主事）
谷口幸一郎(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指
導主事）
菊永俊郎(鹿児島市教育委員会　保健体育課　学校
体育係長）
宮里弘見(鹿児島市教育委員会　保健体育課　学校
給食係長）
木原敏行(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指導
主事）
冨岡乃夫也(鹿児島市教育委員会　学校教育課　指
導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

0円 10人
平成21年5月1日～
平成21年5月29日

平21-
50103-
00664号

099-227-1941
http://www.city.kago
shima.lg.jp

沖縄女子短期大
学

教育の 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つの事項すべてを開講する。
教育の現場において教員に求められる 新の知識・技能の
修得を目標とし、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。さらに、沖縄県の抱える課題等について講
義を行う。幼稚園・小学校教諭を対象とする。

津留　健二(児童教育学科　客員教授）
鎌田　佐多子（児童教育学科　教授）
金城　靖子(児童教育学科　講師）
長崎　光義（非常勤講師）
比嘉　裕起（非常勤講師）

沖縄県那覇市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

14,000円 100人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
00610号

098-833-0716
http://www.owjc.ac.j
p/

人間総合科学大
学

平成21年度人間総合科学大学教
員免許更新講習（教育の 新事
情）

心身健康科学教育～人・生命を
支えるこころ・脳・からだを学習す
る～

「教育についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の4項目について理解を深めるととも
に、<人・生命を支えるこころ・脳・からだを学習する＞をテー
マに、本学が提唱する新しい学問領域である『心身健康科
学』の中から教職に求められる専門的な知識を学ぶ。

青木　清 (大学院人間総合科学研究科長代行)
新井　康允 (人間科学部長）
三輪　建二 (お茶の水女子大学教授）
中野　博子 (人間科学部教授）
島田　凉子 (人間科学部教授）
藤城　有美子 (人間科学部講師）

インターネット 12時間
平成21年6月 1日　～
平成22年2月7日

16,000円 800人
平成21年4月16日～
平成21年8月15日

平21-
30097-
00683号

048-749-6111

※電話問合せ集
中に伴う混乱を防
ぐため、受講案内
書及び受講申込
書は、出来るだけ
電話ではなく本学
ホームページ上
(右記URL)から請
求をしてください。
ホームページ上
から請求された方
につきましては、
優先して受付致し
ます。

http://www.human.ac.
jp/
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