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苫小牧駒澤大学 教育の最新事情

①学校を巡る近年の状況の変化、子ども観・教育観等につ
いての省察、生活習慣の変化を踏まえた生活指導。
②特別支援教育に関わる発達障害の理解、子どもの発達
に関する知見、カウンセリングマインドの必要性。
③学習指導要領の改訂の動向等、法令改正及び国の審議
会の状況等をみすえた指導のあり方。
④保護者や地域社会との連携の現状と課題、学校における
危機管理上の課題、対人関係、日常的コミュニケーションの
重要性。

紺野　　勝（国際文化学部教授）
佐藤　晋裕（北海道メンタルケアセンター心理
士）
伊藤　勝久（国際文化学部准教授）
菊地　達夫（北翔大学短期大学部准教授）

北海道苫小牧
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5月18日～
平成21年7月17日

平21-
30010-
00753号

0144-61-3123
http://www.t-
komazawa.ac.jp/

函館大学 教育の最新事情

必修４項目、８細目を網羅し、それを再構成し実践的に使え
る理論とスキルを提供する。いじめ・不登校・非行・学級崩
壊・特別支援教育・学力低下への具体的対応方法やカウン
セリングの基本の習得を目指す。脳科学の知見・教育の最
新データ・新学習指導要領・教育改革の動向・学校の危機
管理・組織マネジメントから、今後の学校教育の在り方を議
論する。講義・演習・グループワーク等を通して参加者が共
に学び合う、講座を提供する。

金山　健一 (商学部専任講師)
花輪　敏男 (山形県立山形聾学校校長)

北海道函館市 12時間
平成21年6月27日,
平成21年7月26日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年6月15日

平21-
30012-
00827号

0138-57-1181
http://www.hakodate-
u.ac.jp/

函館大学 教育の最新事情

必修４項目、８細目を網羅し、それを再構成し実践的に使え
る理論とスキルを提供する。いじめ・不登校・非行・学級崩
壊・特別支援教育・学力低下への具体的対応方法やカウン
セリングの基本の習得を目指す。脳科学の知見・教育の最
新データ・新学習指導要領・教育改革の動向・学校の危機
管理・組織マネジメントから、今後の学校教育の在り方を議
論する。講義・演習・グループワーク等を通して参加者が共
に学び合う、講座を提供する。

金山　健一 (商学部専任講師)
栗原　慎二 (広島大学大学院教育学研究科・附
属教育実践総合センター教授)

北海道函館市 12時間
平成22年1月30日,
平成22年2月13日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年6月15日

平21-
30012-
00828号

0138-57-1181
http://www.hakodate-
u.ac.jp/

北星学園大学 教育の最新事情

この講習は、札幌圏教職課程コンソーシアム（協定校：札幌
大学、札幌学院大学、酪農学園大学、北星学園大学）に
よって開講される講習です。「教育の最新事情」の４分野「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、５名の講師が担当します。こ
の講習では，全校種の教諭，養護教諭，栄養教諭（臨時・非
常勤講師を含む）　を受講対象者としています。

鈴木　剛(文学部教授),
酒井　玲子(文学部教授),
田実　潔(社会福祉学部教授),
片岡　徹(文学部専任講師),
古谷　次郎(経済学部准教授)

北海道札幌市 12時間
平成21年8月5日～
平成21年8月6日

12,000円 200人
平成21年5月18日～
平成21年5月29日

平21-
30015-
00842号

011-891-2731
http://www.hokusei.a
c.jp/

北海道工業大学 教育の最新事情

教育政策の動向や、学校の内外での連携協力の在り方な
どを理解し、受講者が教職についての省察を深め、現在の
教職に求められる専門的な知識を学ぶとともに、今日的な
教育課題についての理解を深めることを目指す。

北守　　昭（総合教育研究部教授）
浦田　政則（総合教育研究部教授）
本間　芳樹（総合教育研究部教授）

北海道札幌市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 40人
平成21年5月25日～
平成21年6月30日

平21-
30019-
00841号

011-688-2378 http://www.hit.ac.jp

八戸大学 教育の最新事情

学校現場の実態を踏まえながら、受講者のニーズに対応す
べく、中学校・高等学校校長経験者を含む、教育学、教育社
会学、心理学、幼児教育学を専門とする講師が担当する。
学校を巡る諸問題、期待される教師像、子どもの発達に関
する最近の知見やＬＤ・ＡＤＨＤ等の特別支援教育、カウンセ
リングマインド、学習指導要領改訂の趣旨と教育改革の動
向、家庭・地域との連携、校内外の安全確保や情報セキュリ
ティ等について理解を図る。

内海　隆（八戸大学ビジネス学部教授、八戸短
期大学非常勤講師）
小林　喜輝（八戸大学ビジネス学部教授、八戸
短期大学非常勤講師）
日當　光男（八戸大学ビジネス学部准教授）
芳賀　一博（八戸大学非常勤講師）
坂本　玲子（八戸短期大学幼児保育学科教授、
八戸大学非常勤講師）
渡辺　一弘（八戸短期大学幼児保育学科准教
授）
杉山　幸子（八戸短期大学幼児保育学科准教
授、八戸大学非常勤講師）

青森県八戸市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

13,000円 250人
平成21年5月20日～
平成21年6月20日

平21-
30029-
00829号

0178-25-2711
http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

八戸大学 教育の最新事情

学校現場の実態を踏まえながら、受講者のニーズに対応す
べく、中学校・高等学校校長経験者を含む、教育学、教育社
会学、心理学、幼児教育学を専門とする講師が担当する。
学校を巡る諸問題、期待される教師像、子どもの発達に関
する最近の知見やＬＤ・ＡＤＨＤ等の特別支援教育、カウンセ
リングマインド、学習指導要領改訂の趣旨と教育改革の動
向、家庭・地域との連携、校内外の安全確保や情報セキュリ
ティ等について理解を図る。

内海　隆（八戸大学ビジネス学部教授、八戸短
期大学非常勤講師）
小林　喜輝（八戸大学ビジネス学部教授、八戸
短期大学非常勤講師）
日當　光男（八戸大学ビジネス学部准教授）
芳賀　一博（八戸大学非常勤講師）
坂本　玲子（八戸短期大学幼児保育学科教授、
八戸大学非常勤講師）
渡辺　一弘（八戸短期大学幼児保育学科准教
授）
杉山　幸子（八戸短期大学幼児保育学科准教
授、八戸大学非常勤講師）

青森県八戸市 12時間
平成22年1月6日～
平成22年1月7日

13,000円 100人
平成21年9月20日～
平成21年10月20日

平21-
30029-
00830号

0178-25-2711
http://www.hachinohe
-u.ac.jp/

平成２１年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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平成２１年度（第４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

羽陽学園短期大
学

教育の最新事情

次の４項目について、幼児教育における教育の最新事情を
講義する。
1.教職についての省察）
2.子どもの変化についての理解
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

研　攻一（幼児教育科教授）
太田　裕子（幼児教育科講師）
田中　ふみ子（幼児教育科教授）
佐々木　達雄（幼児教育科教授）
斉藤　葉子（幼児教育科教授）

山形県天童市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 40人
平成21年5月18日～
平成21年5月29日

平21-
35038-
00760号

023-655-2385 http://www.uyo.ac.jp

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園をめぐる教育の最新事情

  幼稚園教諭を対象とし、教職についての省察並びに子ども
の変化についての理解、教育政策の動向及び学校の内外
における連携協力についての理解、に関して今日求められ
ている幼稚園教育の課題をふまえて、幼稚園教員が果たす
べき役割について考察する。

関　章信（福島めばえ幼稚園理事長・園長、元
福島大学講師、元福島学院大学講師）
大宮　勇雄（福島大学人間発達文化学類教授）
高橋　昇（原釜幼稚園園長、近畿大学豊岡短期
大学通信教育部非常勤講師）
髙橋　かほる（玉川大学講師、聖徳大学准教
授）

福島県二本松
市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

15,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
00785号

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

常磐大学 教育の最新事情

社会の急激な変化にともない、教職をめぐる情勢が大きく変
わろうとしている。教育をとりまく諸課題への対応、学校経営
上の意識改革、教員に求められる社会性、子どもの生活の
変化を踏まえた指導のあり方、学習指導要領改訂の動向、
地域社会との連携協力など、学校をとりまく現代的課題に対
する講習を行う。

森山　　哲美（人間科学部教授）
渡邊　　光雄（人間科学部教授）
金藤　ふゆ子（人間科学部教授）
島田　　茂樹（人間科学部准教授）
渡邊　　洋子（人間科学部准教授）
伊東　　　健（人間科学部非常勤講師）
瀬尾　　京子（人間科学部非常勤講師）
森島　　彰俊（人間科学部非常勤講師）

茨城県水戸市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 80人
平成21年6月１日～
平成21年6月26日

平21-
30058-
00798号

029-232-2511
http://www.tokiwa.ac
.jp/

育英短期大学
育英短期大学
幼稚園教育の最新事情

教育の最新事情
　「教職についての省察」，「子どもの変化についての理
解」，「教育政策の動向についての理解」及び「学校の内外
での連携協力についての理解」の４領域に関する理解を深
めると共に，これからの幼稚園教育において新たに必要とな
る事項についての最新情報を含めながら講義を行う。

大佐古　紀雄（講師）
柳　晋（准教授）
堤　大輔（准教授）
栗山　宣夫（准教授）

群馬県高崎市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 40人
平成21年6月１5日～
平成21年6月30日

平21-
35054-
00759号

027-352-1981
http://www.ikuei-
g.ac.jp/

関東短期大学 教育の最新事情

①教職についての省察（学校を巡る状況的変化、教師観
等）、②子どもの変化についての理解（子どもの生活の変
化、特別支援教育等）、③教育政策の動向についての理解
（教育行政の動向、学習指導要領の改訂等）、④学校内外
における連携協力についての理解（マネジメント、危機管理
等）の4つの事項について、教員に求められる最新の知識の
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。

渡辺　敏正（こども学科教授）
小山　一乘（こども学科教授）
鈴木　勝雄（こども学科教授）
川島　良雄（こども学科准教授）
水野　考（関東学園大学法学部講師）

群馬県館林市 13時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 40人
平成21年5月16日～
平成21年5月29日

平21-
35055-
00778号

0276-74-1212
http://www.kanto-
gakuen.ac.jp/junir/i
ndex.htm

関東短期大学 教育の最新事情

①教職についての省察（学校を巡る状況的変化、教師観
等）、②子どもの変化についての理解（子どもの生活の変
化、特別支援教育等）、③教育政策の動向についての理解
（教育行政の動向、学習指導要領の改訂等）、④学校内外
における連携協力についての理解（マネジメント、危機管理
等）の4つの事項について、教員に求められる最新の知識の
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。

渡辺　敏正（こども学科教授）
小山　一乘（こども学科教授）
鈴木　勝雄（こども学科教授）
川島　良雄（こども学科准教授）
水野　考（関東学園大学法学部講師）

群馬県館林市 13時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 40人
平成21年5月16日～
平成21年5月29日

平21-
35055-
00779号

0276-74-1212
http://www.kanto-
gakuen.ac.jp/junir/i
ndex.htm

埼玉工業大学 教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の4項目について、教育学系、臨床心
理学系、学校管理者経験者による講師が、最新のデータに
基づき、教育機器を使用しながら、主に中学校･高等学校教
員を対象に開講します。

渡部宗助（工学部教授）
佐藤由美（人間社会学部准教授）
高橋優（工学部講師）
丸山剛史（宇都宮大学教育学部准教授）
田中正一（埼玉県立大宮工業学校長，工学部
非常勤講師）
亀谷秀樹（人間社会学部教授）
馬岡清人（人間社会学部教授）
遊間義一（人間社会学部教授）
三浦和夫（人間社会学部教授）
袰岩秀章（人間社会学部准教授）

埼玉県深谷市 12時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

12,000円 40人
平成21年5月25日～
平成21年6月12日

平21-
30083-
00794号

048-585-6811
http://www.sit.ac.jp
/
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平成２１年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

淑徳大学 教育の最新事情

必修領域として示されている「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「学校の内外における連携協力についての理解」の４事項を
すべて含む講習を実施する。本講習は小学校教諭を対象と
し、教育現場における今日的課題を題材に、現職の教員の
役割や指導の在り方、学習指導要領、危機管理等の理解を
深めることを目的とする。

橋本　進（㈱学習調査ｴﾃﾞｭﾌﾛﾝﾄ参与）
新井　淑子（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
田部　真一（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部非常勤講師）
北田　裕一（埼玉県富士見市教育委員会指導
主事）
永井　博彦（埼玉県所沢市立教育センター所
長）
笠原　秀夫（埼玉県所沢市立三ヶ島小学校校
長）
駒崎　久明（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部准教授）
鎌滝　紀和（埼玉県所沢市所沢図書館嘱託職
員・国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部人間環境学科こども教
育専攻教育実習準備委員）

埼玉県入間郡
三芳町

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 40人
平成21年5月16日～
平成21年6月15日

平21-
30112-
00796号

049-274-1511
http://www.shukutoku
.ac.jp/

立正大学 教育の最新事情

「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
連携協力についての理解」の4つの事項について、教員が
子どもの指導に際して必要とする最新の知識の習得と今日
の教育課程に関する理解を深めることを目的とする。講習
内容の特徴としては、講義形式とし、主要な受講対象者は
幼・小・中・高の教諭とする。

浪本　勝年（心理学部教授）
大津　悦夫（心理学部教授）
樋口　直宏（心理学部准教授）
大島　英樹（心理学部准教授）

埼玉県熊谷市 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18日～
平成21年6月13日

平21-
30243-
00850号

048-536-5518
http://www.ris.ac.jp
/life_learn/kyoin_ko
ushin.html

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園をめぐる教育の最新事情

  幼稚園教諭を対象とし、教職についての省察並びに子ども
の変化についての理解、教育政策の動向及び学校の内外
における連携協力についての理解、に関して今日求められ
ている幼稚園教育の課題をふまえて、幼稚園教員が果たす
べき役割について考察する。

徳田　克己（筑波大学大学院人間総合学科教
授）
平田　智久（十文字学園女子大学教授）
神長美津子（東京成徳大学教授）
高橋かほる（聖徳大学准教授）

埼玉県さいた
ま市

12時間
平成21年7月11日,平成
22年1月9日

12,000円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月5日

平21-
81345-
00786号

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

千葉科学大学 教育の最新事情

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題
本講習は地域教育委員会の要請で千葉科学大学が千葉大
学の協力を得て募集する。

土田　雄一（千葉大学教育学部准教授）
伏見　陽児（千葉大学教育学部教授）
保坂　亨（千葉大学教育学部教授）
笠井　孝久（千葉大学教育学部准教授）
吉田　雅巳（千葉大学教育学部教授）
宮林　正恭（危機管理学部教授）
上北　彰（教職課程教授）

千葉県銚子市 12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

13,000円 100人
平成21年5月16日～
平成21年7月10日

平21-
30116-
00811号

0479-30-4517
http://www.cis.ac.jp
/

千葉商科大学
学校教育をめぐる諸課題への対
応

教員免許状更新講習において必修とされる４項目につい
て、「学校を取り巻く近年の状況と学校・教師が当面している
課題」「心理学の最新知見に基づく子どもの理解」「各種アン
ケートの効果的な利用、分析による諸問題への適切な対
応」を主な講義・演習内容とする研修を通して、学校が当面
している諸課題についての理解と教師に求められる最新の
知識・技術の修得を目指す。

鹿嶋研之助（商経学部教授）
久保裕也（政策情報学部専任講師）
上嶋洋一（商経学部非常勤講師）
相良陽一郎（商経学部准教授）
中村　晃（商経学部准教授）

千葉県市川市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月31日

13,000円 50人
平成21年6月1日～
平成21年6月13日

平21-
30119-
00812号

047-372-4111
http://www.cuc.ac.jp
/

国士舘大学 教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
協力についての理解」の4領域について、最新の事情と研究
成果を踏まえた講義を行い、専門職としての教員に求めら
れる知識の修得とこれからの学校のあり方についての理解
を深めることを目的とする。

北神正行（体育学部こどもスポーツ教育学科教
授）
折原茂樹（文学部教育学科教授）
西野泰広（文学部教育学科教授）
臼井嘉一（文学部教育学科教授）
武藤拓也（文学部教育学科准教授）
藤井千恵子（体育学部こどもスポーツ教育学科
教授）

東京都世田谷
区

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 100人
平成21年5月16日～
平成21年6月15日

平21-
30151-
00783号

03-5481-3202
http://www.kokushika
n.ac.jp/

昭和女子大学 教育の最新事情

1)学級づくりと学級担任の役割、意欲を喚起する学習指導、
校内外の安全確保、情報ｾｷｭﾘﾃｨなど近年の状況を踏まえ
て　2)客観的・具体的材料の適切な利用、子ども観、教育観
等、教育的愛情、倫理観、尊法精神その他教員に対する社
会的要請の強い事柄、総則の趣旨の理解　3)ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｲﾝ
ﾄﾞの形成、対人関係、日常的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重要性　4)子ど
もの発達に関する、脳科学、心理学等の最新知見に基づく
内容、特別支援教育に関する新たな課題、集団形成、ｷｬﾘｱ
教育、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞの必要性

田中康善（生活機構研究科教授）
小池俊夫（総合教育センター教授）
西尾克明（総合教育センター准教授）
山崎洋史（生活機構研究科准教授）

東京都世田谷
区

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 60人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30159-
00797号

03-3411-5117
http://www.swu.ac.jp
/

法政大学
教育の最新事情（１２時間）に関
する講習

教育の最新事情（12時間）に関する講習とは、教職について
の考察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の
内外における連携協力についての理解に関する事項を扱う
講習です。２日間で１２時間の講習です。

児美川　孝一郎（キャリアデザイン学部教授）
茂木　俊彦（桜美林大学教授）
田澤　実（キャリアデザイン学部助教）
尾木　直樹（キャリアデザイン学部教授）
平塚　眞樹（社会学部教授）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 105人
平成21年5月18日～
平成21年5月29日

平21-
30230-
00840号

03-3264-9518
http://www.hosei-
web.jp/menkyo
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

立正大学 教育の最新事情

「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
連携協力についての理解」の4つの事項について、教員が
子どもの指導に際して必要とする最新の知識の習得と今日
の教育課程に関する理解を深めることを目的とする。講習
内容の特徴としては、講義形式とし、主要な受講対象者は
幼・小・中・高の教諭とする。

浪本　勝年（心理学部教授）
大津　悦夫（心理学部教授）
樋口　直宏（心理学部准教授）
大島　英樹（心理学部准教授）

東京都品川区 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 60人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30243-
00849号

03－5487－3056
http://www.ris.ac.jp
/life_learn/kyoin_ko
ushin.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最新事
情（東京１）

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

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）
野原明(文化女子大学総合教養系教授,文化女
子大学附属杉並中学校・高等学校校長)
川合正(京北中学校、京北高等学校校長、東洋
大学非常勤講師)
阿部憲仁（桐蔭横浜大学准教授）
鈴木円（昭和女子大学人間社会学部初等教育
学科准教授）
結城忠（国際基督教大学非常勤講師）
森俊夫（東京大学大学院医学系研究科助教）
岩佐壽夫（明治学院大学大学院講師）

東京都新宿区 12時間
平成21年6月13日～
平成21年6月14日

15,000円 80人
平成21年5月16日～
平成21年6月6日

平21-
81355-
00789号

03-3222-1621
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最新事
情（東京２）

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

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）
野原明(文化女子大学総合教養系教授,文化女
子大学附属杉並中学校・高等学校校長)
川合正(京北中学校、京北高等学校校長、東洋
大学非常勤講師)
阿部憲仁（桐蔭横浜大学准教授）
鈴木円（昭和女子大学人間社会学部初等教育
学科准教授）
結城忠（国際基督教大学非常勤講師）
森俊夫（東京大学大学院医学系研究科助教）
岩佐壽夫（明治学院大学大学院講師）

東京都新宿区 12時間
平成21年6月27日～
平成21年6月28日

15,000円 80人
平成21年5月16日～
平成21年6月6日

平21-
81355-
00791号

03-3222-1621
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最新事
情（東京３）

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

山路進（日本私学教育研究所主任研究員、明
治大学文学部非常勤講師）
友野清文（日本私学教育研究所主任研究員、
青山学院大学文学部非常勤講師）
山崎吉朗（日本私学教育研究所専任研究員、
上智大学外国語学部非常勤講師）
大森隆實（日本私学教育研究所専任研究員、
日本私立小学校連合会副会長）
野原明(文化女子大学総合教養系教授,文化女
子大学附属杉並中学校・高等学校校長)
川合正(京北中学校、京北高等学校校長、東洋
大学非常勤講師)
阿部憲仁（桐蔭横浜大学准教授）
鈴木円（昭和女子大学人間社会学部初等教育
学科准教授）
結城忠（国際基督教大学非常勤講師）
森俊夫（東京大学大学院医学系研究科助教）
岩佐壽夫（明治学院大学大学院講師）

東京都新宿区 12時間
平成21年7月4日～
平成21年7月5日

15,000円 80人
平成21年5月16日～
平成21年6月6日

平21-
81355-
00792号

03-3222-1621
http://www.shigaku.o
r.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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最新事
情（東京４）

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最新の知識・技
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めること
を目指す。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）
野原明(文化女子大学総合教養系教授,文化女
子大学附属杉並中学校・高等学校校長)
川合正(京北中学校、京北高等学校校長、東洋
大学非常勤講師)
阿部憲仁（桐蔭横浜大学准教授）
鈴木円（昭和女子大学人間社会学部初等教育
学科准教授）
結城忠（国際基督教大学非常勤講師）
森俊夫（東京大学大学院医学系研究科助教）
岩佐壽夫（明治学院大学大学院講師）

東京都千代田
区

12時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

15,000円 80人
平成21年5月16日～
平成21年6月30日

平21-
81355-
00793号

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

横浜国立大学 教育の最新事情

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

新井　秀明（教育人間科学部教授）
新谷　康浩（教育人間科学部准教授）
高橋　勝（教育人間科学部教授）
高山　佳子（教育人間科学部教授）
福田　幸男（教育人間科学部教授）
宮戸　美樹（教育人間科学部准教授）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年8月15日～
平成21年8月16日

12,000円 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月30日

平21-
10033-
00761号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

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

金馬　国晴（教育人間科学部准教授）
関戸　英紀（教育人間科学部教授）
高木　秀明（教育人間科学部教授）
藤井　佳世（鎌倉女子大学児童学部講師）
堀井　俊章（教育人間科学部准教授）
矢野　泉（教育人間科学部准教授）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年8月22日～
平成21年8月23日

12,000円 400人
平成21年6月2日～
平成21年6月30日

平21-
10033-
00762号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

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

有元　典文（教育人間科学部准教授）
井上　果子（教育人間科学部教授）
金馬　国晴（教育人間科学部准教授）
高山　佳子（教育人間科学部教授）
福田　幸男（教育人間科学部教授）
藤井　佳世（鎌倉女子大学児童学部講師）

神奈川県横浜
市

12時間
平成22年1月30日～
平成22年1月31日

12,000円 200人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00763号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
(会場：横浜国立大学)

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 100人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00764号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：神奈川県立総合教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00765号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：横浜市教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00766号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

5 / 17 ページ

http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�
http://www.shigaku.or.jp/�
http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�
http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�
http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�
http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�
http://www.ynu.ac.jp/index.cgi�


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

平成２１年度（第４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

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：川崎市総合教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県川崎
市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 80人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00767号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：横須賀市教育研究所）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横須
賀市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00768号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：相模原市総合学習センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県相模
原市

12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年10月30日

平21-
10033-
00769号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
(会場：横浜国立大学)

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 100人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00770号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：神奈川県立総合教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00771号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：横浜市教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横浜
市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00772号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：川崎市総合教育センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県川崎
市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 80人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00773号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：横須賀市教育研究所）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県横須
賀市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00774号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

横浜国立大学 教育の最新事情

　「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における連
携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。
　講義は、大学内の会場を主会場とし、連携協定を結んでい
る教育センターへテレビ会議システムにより配信する。各会
場では、客員教授等がワークショップ等を担当する。
（会場：相模原市総合学習センター）

高木展郎（教育人間科学部教授）
犬塚文雄（教育人間科学部教授）
大島聡（教育人間科学部教授）
野中陽一（教育人間科学部准教授）
渋谷誠司（帝京平成大学現代ライフ学部教授）
三浦修一（教育人間科学部附属教育実践総合
センター研究員）

神奈川県相模
原市

12時間
平成22年1月4日～
平成22年1月5日

12,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年11月30日

平21-
10033-
00775号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp
/index.cgi

専修大学 子どもと教育：新たな視座

　学校や子ども、教員をめぐる社会的、政策的状況の変化を
各種調査や法令改正から分析し、新たな学習指導や生徒・
進路指導、さらに地域や保護者とのつながりを踏まえた学
校運営のあり方を探る。子どもの発達や知識獲得の情報処
理プロセスについての理解を促進するために、最新の脳神
経科学および認知心理学の知見を主に紹介する。あわせ
て、日常的コミュニケーションや特別支援教育についての基
礎心理学からの示唆など、臨床的・応用的問題にも触れる。

嶺井　正也（経営学部教授）
小峰　直史（商学部准教授）
大久保　街亜（文学部准教授）
石金　浩史（文学部講師）
鐘ヶ江　晴彦（文学部教授）
角田　真紀子（経済学部講師）

神奈川県川崎市 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6月1日～
平成21年6月10日

平21-
30170-
00813号

044-911-7156
http://www.senshu-
u.ac.jp/

横浜商科大学 教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」学校内外における連携協力
についての理解」の4事項について、中・高教員に求められ
る最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題ついての理
解を深める。特に、「LD,ADHD等」を含む心身の健康問題、
「対人関係、日常的コミュニケーション」「情報セキュリティ」に
ついては、実践的で課題解決に結びつく内容を共に考える
事を目指す。

高橋　浩（商学部教授）
徳田　英明（商学部教授）
松嵜　くみ子（青山学院大学文学部兼任講師）
鈴木　英夫（商学部教授）
柳田　義継（商学部准教授）
市川　道伸（神奈川県教育委員会　高校教育課
指導主事）

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 50人
平成21年5月16日～
平成21年7月15日

平21-
30270-
00776号

045-571-3901
http://www.shodai.ac
.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園をめぐる教育の最新事情

  １．諸調査・資料等から教育の質に迫る子ども観、教育観
と実践との関係の省察　２．脳科学や心理学、社会文化的
発達観の知見を基に生活環境の変化を踏まえた教育課題
とカウンセリングマインド　３．改正教育関連諸法、幼稚園教
育要領の理解と世界の幼児教育における質的基準の動向
４．幼稚園評価を通した組織マネイジメントの必要性や保護
者、地域の人々との意味の生成、安全な町づくり・環境づく
り

青木　久子（東京都立幼稚園教諭、都立教育研
究所統括指導主事、国立音楽大学教授・同附
属幼稚園長、青山学院大学・文京学院大学大
学院非常勤講師、青木幼児教育研究所主宰）

富山県富山市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 40人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
81345-
00788号

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

清泉女学院大学・
清泉女学院短期
大学

教育の最新事情

「現代社会と学校」は、学校を取り巻く社会状況や教育課
題、地域社会との連携や危機管理、教職の現代的専門性
を、「教育改革と教育課程」は近年の教育改革と学習指導
要領の改訂動向を、「特別支援教育」は、軽度発達障害や
学習障害等の実態と指導の実際を扱う。「学校心理学ⅠⅡ
Ⅲ」（各２時間）は、心理学研究の成果を踏まえた学習指
導、生徒指導、学級主導等のあり方や、学校内の対人関係
の重要性を学ぶ。

西山　薫（清泉女学院短期大学幼児教育科教
授）
田中　秀明（清泉女学院短期大学幼児教育科
准教授）
田村　俊輔（清泉女学院大学人間学部教授）
中澤　保生（清泉女学院大学人間学部教授）
寺門　正顕（清泉女学院大学人間学部准教授）
高崎　文子（清泉女学院大学人間学部准教授）
大江　朋子（清泉女学院大学人間学部専任講
師）

長野県長野市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年5月31日

平21-
92010-
00804号

026-295-1312
http://www.seisen-
jc.jp/index.htm
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

静岡大学 教育の最新事情

５人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行なわ
れるが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッ
ションや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われ
る。

杉山　　孝（教育学部教授）
酒井　宣幸（教育学部准教授）
藤井　基貴（教育学部准教授）
郷式　　徹（教育学部准教授）
原田　唯司（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 320人
平成21年5月25日～
平成21年7月10日

平21-
10043-
00805号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

静岡大学 教育の最新事情

５人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行なわ
れるが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッ
ションや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われ
る。

山﨑　保寿（教育学部教授）
酒井　宣幸（教育学部准教授）
花井　　信（教育学部教授）
小林　敬一（教育学部准教授）
城倉　登代子（教育学部専任講師）

静岡県三島市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 320人
平成21年5月25日～
平成21年7月13日

平21-
10043-
00806号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

静岡大学 教育の最新事情

５人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行なわ
れるが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッ
ションや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われ
る。

杉山　　孝（教育学部教授）
山﨑　保寿（教育学部教授）
藤原　文雄（教育学部准教授）
村越　　真（教育学部教授）
石田　純夫（教育学部教授）

静岡県静岡市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 320人
平成21年5月25日～
平成21年7月17日

平21-
10043-
00807号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

静岡大学 教育の最新事情

４人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行われ
るが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッショ
ンや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われる。

原田 年康（教育学部客員教授）
渋江 かさね（教育学部准教授）
益川 弘如（教育学部准教授）
加藤 弘通（教育学部准教授）

静岡県浜松市 12時間
平成21年10月31日～
平成21年11月1日

12,000円 320人
平成21年5月25日～
平成21年9月11日

平21-
10043-
00808号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

静岡大学 教育の最新事情

５人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行われ
るが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッショ
ンや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われる。

長崎 栄三（教育学研究科教授）
加藤   豊（教育学部客員教授）
菅野 文彦（教育学部教授）
村山   功（教育学部教授）
小林 朋子（教育学部准教授）

静岡県三島市 12時間
平成21年11月7日～
平成21年11月8日

12,000円 320人
平成21年5月25日～
平成21年9月30日

平21-
10043-
00809号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

静岡大学 教育の最新事情

５人の教員が、教職、教育学、教育心理学、臨床心理学の
大きな４領域に分けて半日づつ、最新の教育事情に関して
の講習を行う。受講者は４クラス（各約80人）に分かれて受
講する。講習は事前にダウンロードした資料に沿って行われ
るが、一方的な講義のみでなく、受講者同士のディスカッショ
ンや、その振り返り等を含めた双方向的な形で行われる。

長崎 栄三（教育学研究科教授）
加藤   豊（教育学部客員教授）
梅澤   収（教育学部教授）
弓野 憲一（教育学部教授）
太田 正義（教育学研究科非常勤講師）

静岡県静岡市 12時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

12,000円 320人
平成21年5月25日～
平成21年9月30日

平21-
10043-
00810号

054-238-4452
http://www.shizuoka.
ac.jp/

浜松大学 教育の最新事情

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、教員としての子ども観、
教育観について言及するとともに教員に求められる最新の
知識の習得と教育課題についての理解を深める。また、特
別支援教育や子どもの発達に関する心理学等の最新の知
見も紹介する。その他、組織論や対人関係のあり方、カウン
セリングマインド、教育政策の動向、学校危機管理について
も詳細に扱う。

坂井　邦夫（ビジネスデザイン学部教授）
竹村　之宏（ビジネスデザイン学部教授）
細川　壯平（ビジネスデザイン学部教授）
中島　登代子（健康プロデュース学部教授）
木宮　敬信（ビジネスデザイン学部准教授）
柴崎　孝夫（経営情報学部准教授）
古谷　学（健康プロデュース学部准教授）
戸田　芳雄（国立淡路青少年交流の家所長）

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 120人
平成21年5月18日～
平成21年7月16日

平21-
30323-
00835号

053-428-3511
http://www.hamamatsu
-u.ac.jp/

富士常葉大学 教育の最新事情

免許状更新講習の「必修」領域とされる事項、すなわち「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、最新の研
究内容を踏まえながら、各領域にかかわるこれまでの研究
に関連させ講習を行なう。

丹治　智義（保育学部教授）
増田　嘉徳（環境防災学部教授）
山本　　 睦（保育学部准教授）
上坂　保仁（総合経営学部講師）

静岡県富士市 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16日～
平成21年7月20日

平21-
30326-
00836号

0545-36-1133
http://www.fuji-
tokoha-u.ac.jp

財団法人日本私
学教育研究所

私学教員のための教育の最新事
情（静岡）

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

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

静岡県静岡市 12時間
平成21年6月27日～
平成21年6月28日

15,000円 150人
平成21年5月16日～
平成21年6月6日

平21-
81355-
00790号

03-3222-1621
http://www.shigaku.o
r.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

浜松学院大学・浜
松学院大学短期
大学部

教育の最新事情

「幼稚園・小学校」教諭向け
本講習では、「教職についての省察」、「子どもの変化につい
ての理解」、「教育政策の動向についての理解」、および「学
校の内外における連携協力についての理解」を取り扱う。特
に、幼稚園と小学校の独自性に注意を払いながら、近年の
教育動向等について講義するとともに、両学校種間の「接
続」に関する現状や課題、その対応などについても適宜、講
義に織り込む予定である。

浅井　潔（短期大学部教授）
福永　博文（現代コミュニケーション学部教授）
酒井　俊郎（現代コミュニケーション学部教授）
岡部　康成（現代コミュニケーション学部専任講
師）
緩利　誠（現代コミュニケーション学部助教）

静岡県浜松市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 50人
平成21年5月18日～
平成21年6月19日

平21-
92210-
00833号

053-450-7000
http://www.hgu.ac.jp
/

浜松学院大学・浜
松学院大学短期
大学部

教育の最新事情

「中学校・中等教育学校・高等学校」教諭向け
本講習では、「教職についての省察」、「子どもの変化につい
ての理解」、「教育政策の動向についての理解」、および「学
校の内外における連携協力についての理解」を取り扱う。特
に、中学校と高等学校の独自性に注意を払いながら、近年
の教育動向等について講義するとともに、両学校種間の「接
続」に関する現状や課題、その対応などについても適宜、講
義に織り込む予定である。

福永　博文（現代コミュニケーション学部教授）
大野木　龍太郎（現代コミュニケーション学部教
授）
岡部　康成（現代コミュニケーション学部専任講
師）
緩利　誠（現代コミュニケーション学部助教）
池谷　和廣（入試広報課非常勤職員）

静岡県浜松市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 50人
平成21年5月18日～
平成21年6月19日

平21-
92210-
00834号

053-450-7000
http://www.hgu.ac.jp
/

愛知学泉大学 愛知学泉大学免許状更新講習

　本講習では、学校をめぐる近年の状況変化をふまえ、子ど
も観や教育的愛情などを歴史的な観点からとらえ、現代の
教育との関わりについて考察する。また、子どもの生活の変
化を踏まえた教育の課題について、幼児教育に関する法令
改正および幼稚園教育要領と小学校学習指導要領との関
連について、教育現場での様々な問題に対する組織的対応
の必要性について、等々に関して考察する。

土平健雄（家政学部教授）
羽場俊秀（家政学部教授）
本山ひふみ（家政学部准教授）
浅井博義（経営学部准教授）
大崎園生（コミュニティ政策学部専任講師）
那須野康成（愛知学泉短期大学准教授）
中山弘之（愛知学泉短期大学専任講師）

愛知県岡崎市 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5月18日～
平成21年7月17日

平21-
30330-
00755号

0564-34-1212
http://www.gakusen.a
c.jp/

愛知淑徳大学
小学校、特別支援学校の教員を
対象とした必修領域講座

　平成19年度より特殊教育から特別支援教育に転換し、障
害のある子どもに対する教育が通常の学級においても行わ
れるようになった。また、平成21年度からの小学校への外国
語活動の導入や、理数系ぎらいの子どもの増大傾向も問題
視されている。以上の今日的な教育課題について最新の知
識を学ぶために4つの講座を設定した。

小塩　允護（文学部教授）
二宮　昭（コミュニケーション学部教授）
高橋　美由紀（愛知教育大学大学院学校教育
研究科教授）
坂部　孝夫（愛知淑徳大学非常勤講師）

愛知県名古屋
市

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月27日

12,000円 50人
平成21年5月18日～
平成21年5月22日

平21-
30334-
00756号

052-781-1151
http://www.aasa.ac.j
p/

愛知淑徳大学

中学・高校の国語科、英語科、中
学社会科、高校の公民・地歴科
の教員を対象とした必修領域講
座

 平成19年度より、特殊教育から特別支援教育に転換し、障
害のある生徒に対する教育は通常学級においても必須の
取り組みが必要となった。一方で「いじめ」や不登校、暴力
行為などがクラスで頻繁に起こるような事態も出てきてい
る。そうした問題に対して教員がどのような思想をもって立ち
向かうかを学んでもらおうと、4つの講座を設定した。また、
日頃の授業における生徒たちの「学び」のリテラシーとマ
ナーについても参考にしていただくことができるような講座も
配置した。

小塩　允護（文学部教授）
冨安　玲子（文学部教授）
古井　景（コミュニケーション学部教授）
伊藤　真理（文学部准教授）

愛知県名古屋
市
愛知県長久手
町

12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月27日

12,000円 90人
平成21年5月18日～
平成21年5月22日

平21-
30334-
00757号

052-781-1151
http://www.aasa.ac.j
p/

金城学院大学 教育の最新事情

制度・統計・教師や親の声から、今子どもに必要なことを考
え、授業に新たな一滴を秘めて臨む教師像を追う。
発達関連諸科学や種々の資料に現れた子どもの現状と、居
場所づくりを通しての集団活動の意義や効果を講義する。
特別支援教育の理念と背景にある課題と教師のスキルとし
てのカウンセリングマインドの意義を取り扱う。
学習指導要領総則の趣旨、学習指導への反映状況、法令
改正、国の審議会の状況等について考察する。
ネット上での問題等に学校と保護者、地域が連携して指導
する方法や情報セキュリティについて扱う。

川瀬　正裕（人間科学部教授）
榊原　　溥（人間科学部教授）
増田　公男（人間科学部教授）
山田　武人（人間科学部教授）
長谷川元洋（現代文化学部准教授）

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 50人
平成21年5月18日～
平成21年5月29日

平21-
30340-
00782号

052-798-0180
http://www.kinjo-
u.ac.jp/

名古屋芸術大学 教育の最新事情等に関する講座

（小学校・中学校・高等学校教諭対象）
・教職についての省察。
・児童・生徒の発達に関する基本的特徴や発達障害の基本
的理論や知見、児童・生徒の適応上の問題と課題とカウン
セリングマインドのあり方。
・現代の日本の教育政策の動向。学習指導要領の改訂の
歴史と今回の改訂についての審議会での論議と改訂の趣
旨。学校教育に関する法令の改正問題。
・学校内外での児童・生徒の非行等の問題行動に対応する
専門機関及び地域ネットワークと学校の連携。

榊　達雄(美術学部教授、学長)
伊藤　貴啓(人間発達学部准教授)
太田　悦生(人間発達学部教授)
佐藤　勝利(人間発達学部教授)

愛知県北名古
屋市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年7月21日

平21-
30357-
00844号

0568-24-0315
http://www.nua.ac.jp
/
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平成２１年度（第４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

名古屋芸術大学
幼児教育の最新事情等に関する
講座

（幼稚園教諭対象）
・教職についての省察。
・子どもの心理学的発達に関する基本的特徴や発達障害児
の心の理解、環境の影響と具体的支援について。
・現代の日本の教育政策の動向。学習指導要領（幼稚園教
育要領）の改訂の歴史と今回の改訂についての審議会での
論議と改訂の趣旨。学校教育に関する法令の改正問題。
・家庭・地域との良好な関係性構築と学校組織の問題。

野原　由利子(人間発達学部教授)
田邊　光子(人間発達学部教授)
太田　悦生(人間発達学部教授)
三神　廣子(人間発達学部教授、附属クリエ幼
稚園長)

愛知県北名古
屋市

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

12,000円 30人
平成21年5月16日～
平成21年7月21日

平21-
30357-
00845号

0568-24-0315
http://www.nua.ac.jp
/

名古屋女子大学 幼小を中心とする近年の教育事情

本講習は、対象を小学校教員免許及び幼稚園教諭免許保
持者に限定し、児童・幼児教育に携わる者にとって必要な教
職についての省察、並びに子どもの変化、教育政策の動向
及び学校の内外における連携協力に関する理解を深めるこ
とを目指し、講座内容によっては、児童教育と幼児教育の講
座を分岐して実施するものである。

竹内通夫（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
吉村智恵子（文学部・大学院人文科学研究科准
教授）
川上輝昭（文学部教授）
鈴木方子（文学部・大学院人文科学研究科講
師）
荒川志津代（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
和井田節子（文学部准教授）
内田千春（文学部講師）
伊藤勝康（文学部講師）
澤田　稔（文学部・大学院人文科学研究科准教
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 40人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30360-
00846号

(052)801-4903
http://www.nagoya-
wu.ac.jp/

人間環境大学 教育の最新事情

　教育ということの意味、使命、役割、子どもの理解、教育改
革の動向と教育課程、学校内外の連携・協力、という各テー
マについて、教育学的、心理学的観点から考察する。　とり
わけ、本講義においては、校種、学校レベルなどにより、固
定化されつつあると思われる、教員の教育観、児童、生徒
観の考察を中心とする。

川口　雅昭(人間環境学部教授)
坪井　裕子(人間環境学部准教授)
小宮山　道夫(広島大学文書館准教授)

愛知県岡崎市 12時間
平成21年8月10日～
平成21年8月11日

12,000円 250人
平成21年5月18日～
平成21年6月17日

平21-
30366-
00803号

0564-48-7811 http://www.uhe.ac.jp

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園をめぐる教育の最新事情

  （教育政策の動向についての理解）幼稚園教育要領の改
訂の経緯と保育実践上のポイントについて解説。（子どもの
変化についての理解）気になる子どもについて最新の知識
を紹介し援助の在り方について考える。（教職についての省
察）幼稚園を巡る諸状況の考察と教師の力量アップ、社会
的責任を考える。（学校の内外における連携協力について
の理解）21世紀の学校（園）づくりと危機管理について考察
する。

柴崎　正行（大妻女子大学家政学部児童学科
教授）
布谷　光俊（中部大学現代教育学部幼児教育
学科教授）

愛知県名古屋
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18日～
平成21年6月16日

平21-
81345-
00784号

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

名古屋経済大学・
名古屋経済大学
短期大学部

名古屋経済大学大学・名古屋経
済大学短期大学部　免許更新講
座

　幼稚園と小学校の教員を対象として、教員に必要な知識・
技能を修得し、最新の教育課題を探求する。「教職について
の省察」
「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向について
の理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の
４つ
の事項を学習する。教員が自信と誇りを持って、子どもを指
導できるように、教員の資質の向上を目指す。

伊藤時彦（人間生活科学部講師）
飯田年美（人間生活科学部講師）
伊藤博美（人間生活科学部講師）
楯　誠（人間生活科学部講師）
小林重雄（人間生活科学部教授）
多川　則子（短期大学部准教授）
伊藤利明（人間生活科学部教授）

愛知県犬山市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月28日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年7月20日

平21-
92355-
00843号

0568-67-9305(直）www.nagoya-ku.ac.jp

大谷大学
法令改正と教育の最新事情－学
校教育のいま、そして今後は－

教育基本法等の法令改正と学習指導要領改訂の趣旨と理
念、目指す方向はどこか。学校教育をめぐる状況の変化、
多様化する教育観、子ども観、子どもの生活や教育環境に
かかわる今日的課題、学校・家庭・地域の連携による学校
運営・教育活動・安全確保の問題。これらについて、京都市
における具体的な事例を通した講義、演習、討論により理解
を深める。受講対象者は主として小学校教諭とする。

岩渕　信明（文学部准教授）
田中　久美子（羽衣国際大学准教授）
市川　郁子（京都市立東山小学校校長）
三谷　悦子（京都市教育委員会特別訪問指導
員）

京都府京都市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

10,000円 50人
平成21年5月18日～
平成21年6月19日

平21-
30379-
00815号

075-411-8117
http://www.otani.ac.
jp/

同志社大学 教育の最新事情

教職についての省察、特別支援教育に関する新たな課題、
子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方、子ど
もの発達に関する脳科学、心理学等の最新知見、教育政策
の動向について学習指導要領改訂等やその他教育改革の
動向、学校の内外での連携協力について、学校における危
機管理や連携指導にかかわる諸課題と組織的対応に関す
る事項について、12時間の講習を行う。

越水 雄二（社会学部准教授）
井上 智義（社会学部教授）
内山 伊知郎（文学部教授）
　　　　　　　  （平成21年4月心理学部）
山路 進（日本私学教育研究所主任研究員）
山崎 吉朗（日本私学教育研究所専任研究員）
波多野 和彦（メディア教育開発センター准教授）

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5月18日～
平成21年5月29日

平21-
30396-
00826号

075-251-3208
http://www.doshisha.
ac.jp/japanese
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追手門学院大学 教育の最新事情と教師の課題

①学校を巡る近年の状況の変化、②教員としての子ども
観、教育観等についての省察、③子どもの発達に関する脳
科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関す
るものを含む。）④子どもの生活の変化を踏まえた課題、⑤
学習指導要領の改訂の動向等、⑥法令改正及び国の審議
会の状況等、⑦様々な問題に対する組織的対応の必要性、
⑧学校の危機管理上の課題、以上の項目に関して、大阪府
の学校現場をはじめとして、近畿地区の学校現場での事例
を適宜紹介しながら、講義をしていく。

井ノ口　淳三（心理学部教授）
田中　耕二郎（心理学部教授）
佐々木　英一（心理学部教授）
鋒山　泰弘（心理学部教授）
中鹿　彰（心理学部准教授）
我妻　秀範（京都府立綾部高等学校教諭、追手
門学院大学非常勤講師）
森脇　一郎（神戸市六甲アイランド高等学校教
諭、追手門学院大学非常勤講師）

大阪府茨木市 12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 50人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
30406-
00824号

072-641-9614
http://www.otemon.ac
.jp/

大阪商業大学 教育の最新事情

　学習指導要領改訂を中心に 教育政策の動向について理
解し、生徒の生活環境の変容を踏まえた生徒指導を、心理
学の最新知見に基づくカウンセリングマインドを含めて修得
するとともに、これからの特別支援教育のあり方を考察しま
す。また、学校教育の状況変化を確認し、学校評価のガイド
ラインを考慮しつつ、危機管理等においても不可欠である学
校・家庭・地域の連携協力について理解を深めます。なお、
受講者は高等学校一種商業免許所持者とします。

長尾　和秀（総合経営学部教授）
大石　史博（経済学部教授）
佐野　 　茂（経済学部教授）

大阪府東大阪
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6月22日～
平成 21年6月26日

平21-
30422-
00814号

06-6781-8816
http://ouc.daishodai
.ac.jp

関西大学

教育の最新事情と学校・教師の
課題
―複雑化する教育現実に向き合
う専門職性の再構築―

　本講座は、｢教育の最新事情と学校・教師の課題｣をテー
マに掲げ、教職の専門性開発の視点から、｢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
向についての理解と分析｣・｢学校の内外における連携協力
についての理解｣という４つの事項に関する省察と理解を深
めることをめざす。また、本講座を通して、教員養成に当た
る本学と教育現場との新たな連携・協力関係を築いていく契
機としたい。

多賀　太（文学部准教授）
玉田勝郎（文学部教授）
加戸陽子（文学部専任講師）
串崎真志（文学部准教授）
藤江康彦（文学部准教授）
広瀬義徳（文学部准教授）
山本冬彦（文学部教授）
森本英之（吹田市教育委員会教育センター不登
校児童生徒支援員）
森田ゆり（エンパワメント・センター代表）

大阪府吹田市 12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年6月15日

平21-
30430-
00777号

06-6368-0115
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html

近畿大学
教育の最新事情及び教育課題へ
の対応について

「教職についての省察」「教育政策の動向についての理解」
の２つの事項について、これまでの研究によって得られた知
見に基づいて講義をする。さらに、「子どもの変化について
の理解」「学校の内外における連携協力についての理解」を
加えた４つの事項について、受講者間の情報交換も含めた
演習を取り入れ､様々な問題に対する組織的対応に必要な
資料作成などを行う。

角森　雍次郎（教職教育部教授）
加藤　豊比古（教職教育部教授）
小口　功（教職教育部教授）
岡本　哲雄（教職教育部教授）
杉浦　健（教職教育部准教授）
冨岡　勝（教職教育部准教授）
水野　智美（教職教育部准教授）
水谷　尚人（教職教育部講師）

大阪府東大阪
市

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

12,000円 200人
平成21年6月15日～
平成21年6月30日

平21-
30435-
00781号

06-6721-2332
http://www.kindai.ac
.jp/

芦屋大学 教育の最新事情

教育の最新事情に関す事項を、6項目に分割し先生方が抱
える教育現場の問題を共有しながら有効活用できるよう配
慮しています。
①学校を巡る状況変化②専門職たる教員の役割③子ども
の発達に関する課題④子どもの変化を踏まえた適切な指導
⑤法令改正及び学習指導要領改訂等の動向⑥その他教育
改革の動向

三羽光彦(大学院教育学研究科博士後期課程
教授)
吉村和彦((臨床教育学部教授)
三浦正樹(大学院教育学研究科博士後期課程
教授)
吉田隆夫(大学院教育学研究科博士後期課程
教授)
新井野久男(臨床教育学部　准教授)
津田徹(臨床教育学部　准教授)

兵庫県芦屋市 12時間
平成21年8月18日・
平成21年8月19日

12,000円 120人
平成21年6月1日～
平成21年6月15日

平21-
30451-
00758号

0797-23-0662
http://www.ashiya-
u.ac.jp

神戸松蔭女子学
院大学

教育の最新事情

　学力観と新学習指導要領を解説し、教育改善の手立てを
体験的に学ぶ「新しい学習指導要領を読む」、実習により子
どもの認知的特徴やつまづきを認知処理過程から分析し指
導法を見つける「やる気の育て方」、子どもの心・体・家庭の
課題を集団討議し解決を探る「子どもを取り巻く健康と環
境」、多文化教育や国際理解教育について諸外国の事例か
ら学ぶ「多文化に生きる子どもたち」。
 これらにより子どもの学習環境を微視的・巨視的に理解し、
主に小学生の成長への介入方法を検討します。

藤本　浩一（人間科学部教授）
勝木　洋子（人間科学部教授）
松岡　靖　（人間科学部准教授）
石井　英真（人間科学部講師）

兵庫県神戸市 12時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

12,000円 100人
平成21年5月18日～
平成21年5月29日

平21-
30467-
00801号

078-882-6133
http://www.shoin.ac.
jp/

神戸親和女子大
学

教育の最新事情

  二つのテーマで講義を行います。第一テーマは、「子ども
の変化と子ども理解」。子どもを理解するカウンセリングマイ
ンド・学校や家庭で生起している諸課題克服の視点・特別支
援教育の在り方などについて考えます。第二テーマは「子ど
もが輝く学校づくり」。学校安全と家庭地域連携、今求めら
れる学力指導・学級集団づくりについて考えます。いずれも
専門分野からの臨床研究や最新データをもとに解説し、今
後に生かせる実践的な研修をめざします。＜主な受講対象
者:幼稚園教諭、小学校教諭、中学校・高等学校教諭＞

新保真紀子(発達教育学部准教授）
大島剛(発達教育学部教授）
石岡由紀(発達教育学部准教授）
亀岡正睦(発達教育学部准教授）
清水篤（神戸親和女子大学非常勤講師）
神月紀輔（滋賀大学e-Learning推進室特任准教
授）

兵庫県神戸市 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16日～
平成21年6月15日

平21-
30471-
00802号

078-591-1749
http://www.kobe-
shinwa.ac.jp/
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平成２１年度（第４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

美作大学 教育の最新事情

①学校を巡る近年の状況変化および子ども観、教育観等に
ついての省察、②子どもの発達に関する脳科学，心理学等
における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む）、
③子どもの生活の変化を踏まえた課題、④国の審議会の状
況に基づく学習指導要領の改訂の動向、⑤学校における危
機管理などに対する組織的対応、以上に関する最新の話
題、研究成果についての講習を行う。

中野和光（美作大学大学院人間発達学研究科
教授）
妻藤真彦（生活科学部教授）
岡崎明宏（生活科学部准教授）
石原都久（生活科学部教授）
松岡信義（美作大学短期大学部教授）

岡山県津山市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年5月18日～
平成21年6月１１日

平21-
30506-
00832号

0868-22-7718 http://mimasaka.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園をめぐる教育の最新事情

　教員養成のための実践的研究者として、保育内容・児童
文化は勿論、これからの時代に対応した、子ども学・親学・
また家庭教育・子どもたちの人権保障から「子育て支援」「発
達障害児の教育」「危機管理・セキュリティ」等、近年の状況
を踏まえた内容や幼小連携に必要な生活科についての講
義もしていただきます。

高橋　敏之（岡山大学大学院教育学研究科教
授）
秋川　陽一（倉敷市立短期大学保育学科教授）
横松　友義（岡山大学大学院教育学研究科准
教授）
家光　大蔵（ノートルダム清心女子大学附属小
学校校長、ノートルダム清心女子大学児童学科
准教授）

岡山県岡山市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 100人
平成21年5月16日～
平成21年5月29日

平21-
81345-
00787号

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

福山平成大学 教育の最新事情

①教職についての省察②子どもの変化についての理解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関する最近事情を考察する。上記の
ような視点をふまえて、学習指導要領等に関連しつつ、講
義、討論、事例研究、ロールプレイ、発表などの方法により、
講習内容に関する各種基準に基づいて実施する。

橋本　和子（看護学部教授）
門田　美千代（看護学部教授）
川井　八重（看護学部教授）
山本　和代（看護学部准教授）

広島県福山市 12時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

12,000円 30人
平成21年5月25日～
平成21年6月5日

平21-
30519-
00837号

084-972-5001
http://www.heisei-
u.ac.jp

福山平成大学 教育の最新事情

現代社会は、工業化、都市化、高学歴化、情報化などによっ
て急激に変化した。その変化は、地域、学校、家族、子ども
などの状況、生活スタイル、意識を大きく変えることになっ
た。それは、今日においても、なお拡大しつつある。その拡
大しつつある子ども、学校を取り巻く環境、教育政策などの
変化に対して、教員は、どうあるべきかについての理解と教
員に求められる最新の知識の修得を目指す。(初等教育教
員対象)

西根　和雄（福祉健康学部教授）
赤星　まゆみ（福祉健康学部教授）

広島県福山市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

12,000円 30人
平成21年5月25日～
平成21年6月5日

平21-
30519-
00838号

084-972-5001
http://www.heisei-
u.ac.jp

岩国短期大学 幼児教育の最新事情

   幼稚園教諭を対象に、幼児教育の最新事情について以
下の内容を中心に講習を行う。①幼稚園を巡る近年の状況
変化を理解するとともに、子ども観や教育観について省察す
る。②子どもの発達に関する最新の知見（心理学、特別支
援教育等）を学び、子どもの変化についての理解を深める。
③教育要領の改訂や教育政策の動向を知る。④保護者・地
域社会との連携、および危機管理上の課題について考え
る。

石川秀子（非常勤講師）
葛城妙子（非常勤講師）
正長清志（准教授）
本多みどり（准教授）
中川伸子（教授）
山縣明人（教授）

山口県岩国市 12時間
平成21年8月29日～
平成21年8月30日

12,000円 40人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
35325-
00780号

0827-31-8141
http://www.iwakuni.a
c.jp/

久留米信愛女学
院短期大学

教育の最新事情

①学校の巡る近年の状況の変化や教員としての子ども観・
教育観についての省察を学び、教職についての省察力を養
う。
②子どもの発達についての最新の知識や子どもの生活につ
いて学び、子どもの変化について理解する。
③学習指導要領の改訂の趣旨や法令改正及び審議会の状
況を学び、教育の動向について理解する。様々な問題に対
する組織的対応や危機管理の問題を学び、学校内外の連
携協力について理解する。

関　聡（幼児教育学科教授）
平石　徳己（ビジネスキャリア学科教授）
岡部　千鶴（幼児教育学科教授）

福岡県久留米
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18日～
平成21年7月15日

平21-
35347-
00754号

0942-43-4532
http://www.kurume-
shinai.ac.jp

東筑紫短期大学 幼稚園教育の最新事情

　中教審は「今後の教員養成・免許制度の在り方について」
で、「教員免許の更新制」を答申し、「新しい時代の義務教
育を創造する」で「国家戦略としての学力の維持・向上」を、
大学分科会は「学士課程教育の構築に向けて」で学力保証
を問題提起した。「脳科学と教育」に関する検討会や栄養教
諭制度も発足した。教育基本法が改正され、幼稚園教育要
領、小・中・高等学校学習指導要領が改訂された。これら教
育制度改革の基本理念、目的・目標及び実践化の方策と教
師教育について、幼児教育を視座にして教育人間学を追究
する。

山田　千秋（副学長）
永濱　初子（保育学科教授・専攻科長）
髙井　真夫（保育学科教授・学科長）
東谷　孝一（保育学科講師）
井出　智博（保育学科助教）
野村　新（九州栄養福祉大学食物栄養学部教
授）
松本　明夫（九州栄養福祉大学食物栄養学部
准教授）

福岡県北九州
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6月1日～
平成21年6月30日

平21-
35357-
00825号

093-561-2060
http://www.hcc.ac.jp
/
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平成２１年度（第４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

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年7月25日～
平成21年7月26日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
10078-
00816号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
10078-
00817号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
10078-
00818号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年6月16日

平21-
10078-
00819号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年9月12日～
平成21年9月13日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
00820号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年10月24日～
平成21年10月25日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
00821号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

12,000円 120人
平成21年5月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
00822号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html

大分大学 教育の最新事情

「教育の最新事情」については，①教職についての省察，②
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解，
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講す
る。修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60
分間）。

山岸　治男(教育福祉科学部教授)
中川　忠宣(高等教育開発センター教授)
後藤　靖宏(日本文理大学非常勤講師)
田中　新正(教育福祉科学部教授)
古賀　精治(教育福祉科学部教授)
衛藤　裕司(教育福祉科学部准教授)
佐藤　新治(別府大学文学部教授)
西山　佐代子(教育福祉科学部教授)
掘越　紀香(教育福祉科学部准教授)
古城　和敬(教育福祉科学部教授)
田中　洋(教育福祉科学部准教授)
藤田　敦(教育福祉科学部准教授)
藤田　文(大分県立芸術文化短期大学准教授)
大嶋　美登子(別府大学文学部教授)
神崎　英紀(教育福祉科学部准教授)
伊藤　安浩(教育福祉科学部准教授)
今井　航(別府大学文学部准教授)
山崎　清男(教育福祉科学部教授)
瀬戸口　昌也(別府大学文学部准教授)
長尾　秀吉(別府大学文学部助教)
豊浦　章治(教育福祉科学部附属小学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師）
藤田　卓也(教育福祉科学部附属中学校副校
長・教育福祉科学部非常勤講師)

大分県大分市 12時間
平成21年12月26日～
平成21年12月27日

12,000円 120人
平成21年9月24日～
平成21年11月11日

平21-
10078-
00823号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/k
yoinmenkyo.html

別府大学短期大
学部

教育・発達支援の最新情報を学
ぶ

  子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた幼児教育充実のた
めには、幼稚園教育機能の強化・拡大、家庭や地域社会の
教育力再生・向上等の課題がある。この課題解決に向け
て、幼児教育の基本、幼稚園教諭の役割と専門性、子ども
の発達や子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導や保
護者への助言、幼稚園教育要領の改訂等の動向、幼小連
携、子育て支援、預かり保育、安全確保に関する危機管理
等について、最新の情報を加え学習する。

児玉元治（初等教育科准教授）
後藤節美（初等教育科教授・附属幼稚園長）
中村廣光（初等教育科教授）
矢島潤平（別府大学文学部准教授）
江良愛子（保育科教授）
佐藤慶子（初等教育科准教授）

大分県別府市 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18日～
平成21年6月20日

平21-
35374-
00839号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第４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

鹿児島国際大学 教育の最新事情

学校を巡る近年の状況変化について扱い、専門職たる教員
の役割について省察させる機会を与えるものとする。子ども
の発達に関する課題について、最新知見に基づく内容を扱
い、子どもの生活の変化を踏まえた指導の在り方を取り上
げる。教育政策の動向について、学習指導要領の改訂の趣
旨を理解させ、その他法令改正、国の審議会の状況等につ
いて扱う。学校の内外での連携協力について、組織的対応
の必要性を理解させ、危機管理上の課題について取り上げ
る。

堀田 哲一郎（福祉社会学部教授）
蓑毛 良助（福祉社会学部教授）
南新 秀一（国際文化学部教授）
猪飼 美恵子（福祉社会学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

12,000円 200人
平成21年5月23日～
平成21年6月28日

平21-
30586-
00795号

099-261-3211 http://www.iuk.ac.jp

名桜大学 教育の最新事情

本学における講習講座は、必修領域（12時間）である。主な
内容は、①地域や学校課題に対応できる教師の資質能力と
は何か、②最近の子どもの特徴と変化についての心理学的
分析とケース研究、③近年の教育政策動向と新学習指導要
領についての考察、④学校の危機管理能力及び教職員の
協働等の必要性についての考察である。講師4人は、全て
学校現場経験者であり、現場の事例を取り上げながら多角
的に考察・論議することを目標にしている。

永山　寛雄（教授　教員養成支援センター長）
嘉納　英明（准教授　教員養成支援センター副
センター長）
横田　昌和（非常講師）
岸本　琴恵（名護市教育委員会主査　名桜大学
非常勤講師）

沖縄県名護市 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18日～
平成21年6月12日

平21-
30593-
00847号

0980-51-1560
http://www.meio-
u.ac.jp

名桜大学 教育の最新事情

本学における講習講座は、必修領域（12時間）である。主な
内容は、①地域や学校課題に対応できる教師の資質能力と
は何か、②最近の子どもの特徴と変化についての心理学的
分析とケース研究、③近年の教育政策動向と新学習指導要
領についての考察、④学校の危機管理能力及び教職員の
協働等の必要性についての考察である。講師4人は、全て
学校現場経験者であり、現場の事例を取り上げながら多角
的に考察・論議することを目標にしている。

永山　寛雄（教授　教員養成支援センター長）
嘉納　英明（准教授　教員養成支援センター副
センター長）
横田　昌和（非常講師）
岸本　琴恵（名護市教育委員会主査　名桜大学
非常勤講師）

沖縄県名護市 12時間
平成21年8月13日～
平成21年8月14日

12,000円 50人
平成21年5月18日～
平成21年6月12日

平21-
30593-
00848号

0980-51-1560
http://www.meio-
u.ac.jp

八洲学園大学
ヒューマンｅラーニング講習「教師
のための教育最前線」

山極隆先生（玉川大教授・第16期中央教育審議会教員養成
部会臨時委員、同教員免許更新制WG主査等）による国の
学校教育政策の最新情報についての講義のほか、本学の
教授陣による子どもの生活の変化に対応した学級経営、生
徒指導の在り方、学校への組織マネジメントの取り入れ方、
子どもの意欲を育てるコミュニケーションスキル、特別支援
教育の課題等を取り上げる。

山極隆(玉川大学学術研究所教授）
沼倉佑栄（八洲学園大学教授）
渡邉達生（八洲学園大学教授）
赤沼幸子（八洲学園大学教授）
鈴木啓之（八洲学園大学准教授）
田中マリア（八洲学園大学講師）

インターネット 12時間
平成21年6月6日　～
平成22年1月10日

16,000円 100人
平成21年5月16日～
平成21年11月20日

平21-
30269-
00831号

045-313-5454
http://www.yashima.a
c.jp/univ/

神戸国際大学
蘇る教師のための教育の最新事
情

教師に「自信と誇り」を、学校に「信頼」を、という観点に立ち
ながら、通信教育により免許状更新講習を開設する。優秀
なスタッフによる読みやすく簡潔にして今日的な課題に十分
応える内容の独自テキストを使用し、豊富な人材による学ぶ
立場に立った添削指導を通して教育の最新事情について学
習する中で、学ぶ喜びを教師自身が改めて体験し、自ら教
職適性を確認しやりがいと教職意識を高め、子どもの目線
に立ち子どもに共感出来る感性豊かな教師となることを目
的とする。修了認定試験は特別講義も含めて、全国の会場
で実施する。

鈴木　正幸（近大姫路大学教授、神戸大学名誉
教授）
辻村　哲夫（近大姫路大学教授・教育学部長、
元文部科学省初等中等教育局長）
松井　一麿（東北大学名誉教授・元教育学部
長）
桑原　敏明（筑波大学名誉教授・元副学長）
井上　敏明（六甲カウンセリング研究所所長）
林　知代（近大姫路大学講師）
中杉　隆夫（兵庫県立小野高等学校長、兵庫県
立高等学校長協会会長）
堀　和弘（近畿大学豊岡短期大学准教授）

通信教育 12時間
平成21年7月13日　～
平成21年11月29日

10,000円 1,500人
平成21年5月18日～
平成21年8月5日

平21-
30465-
00799号

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

神戸国際大学
蘇る教師のための教育の最新事
情

教師に「自信と誇り」を、学校に「信頼」を、という観点に立ち
ながら、通信教育により免許状更新講習を開設する。優秀
なスタッフによる読みやすく簡潔にして今日的な課題に十分
応える内容の独自テキストを使用し、豊富な人材による学ぶ
立場に立った添削指導を通して教育の最新事情について学
習する中で、学ぶ喜びを教師自身が改めて体験し、自ら教
職適性を確認しやりがいと教職意識を高め、子どもの目線
に立ち子どもに共感出来る感性豊かな教師となることを目
的とする。修了認定試験は特別講義も含めて、全国の会場
で実施する。

鈴木　正幸（近大姫路大学教授、神戸大学名誉
教授）
辻村　哲夫（近大姫路大学教授・教育学部長、
元文部科学省初等中等教育局長）
松井　一麿（東北大学名誉教授・元教育学部
長）
桑原　敏明（筑波大学名誉教授・元副学長）
井上　敏明（六甲カウンセリング研究所所長）
林　知代（近大姫路大学講師）
中杉　隆夫（兵庫県立小野高等学校長、兵庫県
立高等学校長協会会長）
堀　和弘（近畿大学豊岡短期大学准教授）

通信教育 12時間
平成21年10月1日　～
平成22年3月22日

10,000円 1,500人
平成21年9月1日～
平成21年12月15日

平21-
30465-
00800号

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