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北海道教育大学
総合学習－参加型学習の理論と実
践－

１　「総合的な学習の時間」で活用できるゲームやシミュレーション
などを体験したのち、分析を通じてその有効性を明らかにする。
２　「総合的な学習」の理論を整理るとともに、「総合的な学習」でど
のような学力を育成すべきかを論じる。

大津　和子（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51157号

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

北海道教育大学
生活科学教育の課題を考える
-食物，被服，衣生活環境の視点から
-

【講習の目的】　急速な生活環境の変化に伴い，生活様式，価値観
の変容など家庭科教育内容に影響を及ぼす要因が多くなってい
る。そこで，本講習では，講義形式で食物，被服，衣生活環境の視
点から現代の家庭科教育（生活科学教育）の課題について解説す
る。
【到達目標】  食物・被服の基礎をふまえ，現代的な課題を理解す
る。教材化するための応用力を身につける。

酒向　史代（教育学部札幌校教授）
藤本　尊子（教育学部札幌校教授）
森田　みゆき（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校・高等学校
家庭科専任教諭向
け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51158号

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

北海道教育大学
男女共同参画視点に立つ教育展開
を考える

男女共同参画社会の実現は21世紀に日本の主要課題の１つであ
る。経済や政治的領域における日本のジェンダー格差は先進国中

も大きく、国際社会から指摘を受けているところである。ジェン
ダー格差への気づきや子どもたちがそれぞれの能力を社会的に発
揮できる能力を培い、男女平等社会の担い手に成長するために教
師はどのような働きかけをしたら良いのか、そのために学校教育が
果たす役割について考える。

笹谷　春美（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51159号

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

北海道教育大学 植物育成・栽培実践の指導法

小･中学校等では、これまでも生活科、理科、技術･家庭等で植物
教材が活用されているが、近年、環境教育や食育等の充実によ
り、さらに実践的な内容による指導が求められている。本講習で
は、植物教材の育成(栽培)方法について、学校現場で見られる
様々な問題点の解決方法を解説しながら、 新の知見や技術を小
実習を含めて検討する。

佐藤　肇（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小・中学校及び特
別支援学校教諭向
け

6,000円 15人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51160号

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

北海道教育大学 植物育成・栽培実践の指導法

小･中学校等では、これまでも生活科、理科、技術･家庭等で植物
教材が活用されているが、近年、環境教育や食育等の充実によ
り、さらに実践的な内容による指導が求められている。本講習で
は、植物教材の育成(栽培)方法について、学校現場で見られる
様々な問題点の解決方法を解説しながら、 新の知見や技術を小
実習を含めて検討する。

佐藤　肇（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年１月6日 教諭
小・中学校及び特
別支援学校教諭向
け

6,000円 15人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51161号

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

北海道教育大学 子ども・地域と防災（防犯）教育

防災（防犯）という視点から、自分や家族、さらに地域の人々の命
をどのように守っていく必要があるのかを、「災害イマジネーション
ゲーム・DIG」の手法を取り入れながら、学ぶ。入り口は、防災（防
犯）という視点であるが、この視点が福祉や環境、子育てなどの生
活問題を解決していくことにつながっていくことから、教科にとらわ
れずに受講してもらいたい。

佐々木貴子（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51162号

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

北海道教育大学 経済教育を考える

小学校・中学校・高等学校、それぞれのレベルにおいて、どのよう
な経済教育ができるのか、また、どのような経済教育が必要なの
かを考えていく。特に、教師と児童・生徒の双方向のやりとりができ
る授業の作り方を学ぶことを目指している。

濱地　秀行（教育学部札幌校講師） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小学校教諭・中学
校高校社会科教諭
向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51163号

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

北海道教育大学 杜甫の詩と生涯

　盛唐時代の詩人である杜甫（712～770）の生涯を、李白との交流
なども交えながらたどり、「春望」「旅夜,懐いを書す」「登高」などの
名作が生まれた背景を考える。またあわせて,漢詩のもつ基本的な
形式,たとえば押韻,対句,平仄などについても確認し,理解を深める。

後藤　秋正（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51164号

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

北海道教育大学
子どもの造形力を高める図画工作科
の授業

つくろうとするものが思い浮かばない。こうした理由で自信をなくし
ている子供たちは少なくありません。ではどうすれば豊かな発想を
引き出しながら子供の造形力を高めることができるのでしょうか。
医学において難病を克服するための新薬や効果的な治療法が研
究されてきたように、教育学においても教育現場の切実な問題を
解決するための教材や指導法の検討が必要です。そのことを指導
者としての重要な使命ととらえ今回の講習で探究します。

佐藤　昌彦（教育学部岩見沢校教授）
冨田　泰（教育学部札幌校非常勤講師）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 24人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51165号

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

北海道教育大学 小学校社会科の歴史学習

小中高を通じてみたとき、小学校社会科での歴史教育はどのよう
な位置づけにあるのかを再確認したうえで、歴史学習のための教
材作成について、絵画資料などを利用して具体的に実習していく。
アイヌ文化学習の教材化についても講習する。筆記試験は、授業
案の作成となる。

鈴木　哲雄（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51166号

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

北海道教育大学 数学の浜辺Ⅰ
数の性質について，代数学的・解析学的・幾何学的観点からお話
ししたい。「数と量について」をテーマとする。

大森　常住（教育学部岩見沢校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全ての教諭 6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51167号

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

北海道教育大学 理科の実験実習A

小・中学校の理科のうち物理分野に関連する実験実習を行う。授
業は実験に関連する座学を行ったのち、少人数のグループに分か
れて物理実験室で「物理エネルギー」に関連する実験を行う。座学
は２時間程度。実験は４時間程度となる。 後にその日のテーマに
沿った筆記試験を行う。成績は筆記試験の結果を総合して評価す
る。

岡崎　隆（教育学部札幌校教授）
尾関　俊浩（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 15人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51168号

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

北海道教育大学 英語の歴史と英語教育講座

英語の歴史が経過する中で、現在の英語には様々な語形が存在
する。その中でも、特に不規則変化が名詞、形容詞、動詞などの語
形に見られる。また、同じくスペリングと発音の不一致もよく指摘さ
れることの一つである。そのような諸事象を英語の生い立ちから追
うことにより、現代の英語の理解をより深めたい。英語教育にいか
に生かせるかを考える。

水野　政勝（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校、高等学校
英語科教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51169号

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

北海道教育大学
教師のためのＣ言語（コンソールプロ
グラミング編）

　Ｃ言語によるコンピュータプログラム作成の基礎能力の育成及び
演習をします。各自ノートパソコン（WindowsOS，WindowsXP，
WindowsVista，Windows2000などを搭載のもの）を持参してくださ
い。電源コンセントと必要なソフトウェア(フリーウェア)は，講師が準
備します。

杵淵　信（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51170号

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

北海道教育大学
教師のためのＣ言語（コンソールプロ
グラミング編）

　Ｃ言語によるコンピュータプログラム作成の基礎能力の育成及び
演習をします。各自ノートパソコン（WindowsOS，WindowsXP，
WindowsVista，Windows2000などを搭載のもの）を持参してくださ
い。電源コンセントと必要なソフトウェア(フリーウェア)は，講師が準
備します。

杵淵　信（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月26日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

6,000円 20人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51171号

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

北海道教育大学
教師のためのＣ言語（ウインドウプロ
グラミング編）

　Ｃ言語によるコンピュータプログラム作成の基礎能力の育成及び
演習をします。各自ノートパソコン（WindowsOS，WindowsXP，
WindowsVista，Windows2000などを搭載のもの）を持参してくださ
い。電源コンセントと必要なソフトウェア(フリーウェア)は，講師が準
備します。

杵淵　信（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51172号

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

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
教師のためのＣ言語（ウインドウプロ
グラミング編）

　Ｃ言語によるコンピュータプログラム作成の基礎能力の育成及び
演習をします。各自ノートパソコン（WindowsOS，WindowsXP，
WindowsVista，Windows2000などを搭載のもの）を持参してくださ
い。電源コンセントと必要なソフトウェア(フリーウェア)は，講師が準
備します。

杵淵　信（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月28日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

6,000円 20人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51173号

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

北海道教育大学 計測と制御の原理から応用例まで

　新学習指導要領が発表され，技術・家庭科の情報基礎分野の
「計測と制御」の項目がこれまでの選択から必修となった。
　本講習では，この点に対応すべく制御工学の学問的観点から全
体を解説し，さらに当研究室にある「倒立振子制御装置」や「磁気
軸受制御装置」などに触れた実体験を含めて計測と制御の基本的
な考え方を修得する。
　修了認定については，この点が修得できているかを途中の討論
と 後の試験により判定する。

余湖　静也（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校技術科，工
業高校教諭向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51174号

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

北海道教育大学 日本語のしくみと日本語教育

近年、外国人児童生徒の在籍する学級が増加し、現在は全国で2
万5千人以上の児童生徒が日本語の支援を必要としている。一方
で、教育現場における日本語教育に対する理解・関心は必ずしも
高いものとは言えない。今後も外国人児童生徒の数は増加が見込
まれることから、より多くの教員に日本語教育への理解が求められ
る。本講習では外国人児童生徒への日本語指導も視野に入れつ
つ、日本語と日本語教育の基本的なことについて学習する。

阿部　二郎（教育学部札幌校講師） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校教諭・中学
校教諭向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51175号

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

北海道教育大学 世界システムと移民

1980年代以降、世界史認識の基本枠組として「世界システム論」
が、学界内で一定の影響力をもっている。この視角から近世期の
環大西洋経済と移民の問題を論じた場合、どのようなメリット・デメ
リットがあるのかを、とくにイギリス系アメリカ移民の動向を中心に
講義する。

石井　健（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
高等学校地理歴史
科，中学校社会科，
小学校教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51176号

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

北海道教育大学 解析学の基礎

この講座は２つのテーマからなります。
１．実数と数列について：解析学を学ぶ上で必要になる実数の連続
性（上に有界な集合、上界、上限、Weierstrassの連続性の公理、
有理数の稠密性）や数列の極限について基礎的なことを講義しま
す。
２．微分方程式で見る非線形の世界：簡単には解けそうもない微分
方程式を高校数学＋αの数学を使って「解く」方法とその結果の持
つ意味を理解することについて講義します。

長田　正幸（教育学部札幌校准教授）
後藤　俊一（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校・高等学校
数学科教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51177号

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

北海道教育大学 解析学の基礎

この講座は２つのテーマからなります。
１．実数と数列について：解析学を学ぶ上で必要になる実数の連続
性（上に有界な集合、上界、上限、Weierstrassの連続性の公理、
有理数の稠密性）や数列の極限について基礎的なことを講義しま
す。
２．微分方程式で見る非線形の世界：簡単には解けそうもない微分
方程式を高校数学＋αの数学を使って「解く」方法とその結果の持
つ意味を理解することについて講義します。

長田　正幸（教育学部札幌校准教授）
後藤　俊一（教育学部札幌校准教授）

北海道小樽市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
数学科教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51178号

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

北海道教育大学 理科の実験実習B

早野担当分は、実験教材の石けんの歴史・化学・性質を通して化
学的な知識や実験技術を共に学習し、それらをもとに各自が油脂
から固形石けんを作成する。 後にそれらを踏まえた実験実技の
試験を行う予定である。田口担当分は，光の基礎事項を学んだ
後，各自がDVDで分光器を作成し，物質から出る光のスペクトルや
金属塩溶液の吸収スペクトルを観察し，「物質の色」の教材化の基
礎を理解する。 後に初歩的内容の筆記試験を行う。

早野　清治（教育学部札幌校教授）
田口　哲（教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 15人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51179号

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

北海道教育大学 英語教育に使う社会言語学と語用論

第１は，社会言語学的基礎知識，２言語社会と多言語社会の紹
介，そして米国のAfro-American Englishの成り立ちなどを学びま
す．第２は，人が言葉の意味をどうやって伝達しているのかを学び
ます．第３は，言葉をどうやって学んでいくかを学び，日常の英語教
育活動の一助にします．

佐藤　吉文（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51180号

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

北海道教育大学 算数授業省察

授業記録に基づき授業過程可視化の方法等を講義します。受講者
自身の算数授業の逐語記録を可視化し分析・検討、先行実践との
比較等により省察を行い、その結果を小集団等での協議･検討に
基づき再度省察し報告書をまとめ、終了時に提出します（報告書に
より評定）。受講者自身の直近の算数授業の逐語記録を作成する
とともに熟読し、ご持参下さい。当該授業の分析･検討・比較、省察
等に必要な資料及び国語辞典等もご持参下さい。

三橋　功一（教育学部函館校教授） 北海道札幌市 18時間
平成21年8月6日～
平成21年8月8日

教諭 小学校教諭 18,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51181号

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

北海道教育大学 代数学洋書輪読

指定された代数学洋書のある範囲を"講習日前までに"読んで内
容をノートに纏めておいて頂き、講習日に持ち回りで発表してもら
います。そしてそれを基に議論を行いたい。講習日の発表準備が
不十分な方、もしくは講習日に行う試験で３０点以下の方は履修認
定されませんのでご注意ください。今年度は Algebra（Michael Artin
著，Prentice Hall）の１章（行列）と２章（群）が指定範囲です。試験
範囲も同じとします。指定図書は北海道教育大学札幌校の図書館
にも蔵書されています。

居相　真一郎（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
数学教諭向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51182号

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

北海道教育大学 考え・まとめ・伝える技術（ICT活用）

今日、ＩＣＴ（情報通信技術）を使い複雑な事象をＩＣＴ（情報通信技
術）を使って分かりやすく伝えることは、教員には必須の技術であ
る。
本講習では、根幹となる３つのスキル（論理的思考力、情報活用能
力、コミュニケーション能力）に着目し、「考え・まとめ・伝える」を
テーマに、ICTを活用したワークショップ形式による実践的な講習を
展開する。課題に関するプレゼンテーション発表・成果物を審査す
る。

瀬川　良明（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51183号

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

北海道教育大学 考え・まとめ・伝える技術（ICT活用）

今日、ＩＣＴ（情報通信技術）を使い複雑な事象をＩＣＴ（情報通信技
術）を使って分かりやすく伝えることは、教員には必須の技術であ
る。
本講習では、根幹となる３つのスキル（論理的思考力、情報活用能
力、コミュニケーション能力）に着目し、「考え・まとめ・伝える」を
テーマに、ICTを活用したワークショップ形式による実践的な講習を
展開する。課題に関するプレゼンテーション発表・成果物を審査す
る。

瀬川　良明（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年1月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51184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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 身近な植物の観察（形態と分類）

　植物の根，茎，葉，花の形態について，その基本や教材として扱
う際の留意点について解説する．その後，大学構内で植物を実際
に観察しながら，その形態および生態的な特徴について， 新の
知見を踏まえて解説する．また，適宜植物を採集して実験室に持ち
帰り，分類・同定を行いながら，そのポイントについて解説,する．

並川　寛司（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校教諭および
中学校理科教諭向
け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51185号

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

北海道教育大学 漢字の基礎

　漢字に関するさまざまな基礎的知識について再確認し,その指導
法についても考える。主として取り上げる内容は,「漢字」とは何か,
漢字の起源と変遷,漢字の総数はどれくらいあるか,漢字の日本へ
の伝来,音と訓,日本の漢字改革,中国の文字改革,日本と中国は「同
文同種」か,漢字の将来など。

後藤　秋正（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教諭向け) 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51186号

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

北海道教育大学 国民国家の成立と国際関係

国民国家の成立に伴い，国際関係は大きく変容した。まず，従来外
交と無縁だった民衆が国民になり，外交にかかわるようになった。
また，国民国家が大衆国家に変貌すると，帝国主義時代が迎えら
れ，20世紀に人類は2回も世界戦争を経験した。このように，国民
国家の成立は国際関係の変化にきわめて大きな影響を与えた。こ
の講習は，今日の国際関係を理解するために，国民国家の成立が
国際関係に与えた影響および国際関係の在り方について受講者と
一緒に考える。

袁　克勤(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭

高等学校公民科政
治，中学校社会科
政治，小学校社会
科政治的分野向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51187号

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

北海道教育大学 理科の実験実習C

新指導要領で小学校理科に新たに加えられ，中学校理科の教科
書でも顕微鏡観察や環境調査などで取り上げられることの多い「水
の中の小さな生き物」を材料として，水生生物の採集方法，顕微鏡
観察の基本，水生生物の形態的特徴，水質調査の方法などに関し
て実験，実習を行う。

渡部　英昭(教職大学院教授）
高久　元(教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 15人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51188号

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

北海道教育大学 英語と日本語の文構造

この講習は、英語と日本語の文構造を対照的に分析できるように
なることを目的としています。まず、英語と日本語を分析する際に
必要な事柄・用語を確認し、英語と日本語の文構造の類似点と相
違点を探ります。次に、英語と日本語の文構造を対照的に分析す
るための方法を学びます。 後に、各参加者が実際に簡単な構文
の分析に挑戦します。参加者同士でのディスカッションも行いなが
ら、議論を進めます。

大賀　京子(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 教諭
教諭（主に中学校・
高等学校英語科）

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51189号

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

北海道教育大学
小学校の国語科教材の検討と指導
法について

全教科書に長い間とり上げられてきている「おおきな(大きな)かぶ」
(ロシアの民話)1年生の教材をとおして、次の点を考える。
・各社教科書の表現の違い・訳と教科書表現の違い・訳者と教科
書表現と　の関係・昭和29年から現在まで作品の教科書掲載表現
など
　これらから教材研究を深め、指導法を考える。

清野　隆(教育学部岩見沢校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51190号

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

北海道教育大学 歴史からみる現代中国

現在の中国を巡る様々な問題、例えば人口問題と「一人っ子制
度」、都市と農村の格差の問題、広大な版図を持つに至った状況と
その中でのチベット、新疆での民族問題、さらに現在もなお大きな
問題となっている近代の日中関係などを、歴史的アプローチから考
えます。日本と東アジアを理解するための教材を考えるきっかけを
提供したいと思います。

夏井　春喜(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭
高等学校地歴科世
界史、小・中学校社
会科歴史分野向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51191号

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

北海道教育大学 数学の浜辺Ⅱ
図形の研究の原点ともいえるストイケイア（ユークリッド原論）の平
面幾何学部分に焦点を絞り，その構成と平行線公理について検討
する．その後の幾何学の発展との関連にも言及する。

長谷川　和泉(教育学部札幌校教授）
菅原　健(教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭 数学科教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51192号

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

北海道教育大学 理科の実験実習D

理科の実験実習Ｄでは、地学分野の「大地のつくりと変化」を対象
とする。化石採集と地層観察を実際に野外で体験することを目的と
する。そのため、札幌近郊での日帰り巡検を予定している。なお天
候不良の場合は、実験室において示準化石のレプリカ作成を体験
する。

鈴木　明彦(教育学部岩見沢校教授）
山口　義寛(教育学部岩見沢校教授）
岡村　聡(教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全ての教諭 6,000円 15人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51193号

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

北海道教育大学 英文学Ⅰ

　ラフカディオ・ハーンの生涯と作品について学ぶ。彼はギリシャに
生まれ、父親がアイルランド人で母親はギリシャ人であった。イギリ
スとフランスで教育を受け、アメリカで新聞記者のかたわら小説な
どを出版した。その後来日し、松江、熊本、東京で英語教師をしな
がら日本に関する書物をアメリカで出版した。ハーンはいろいろな
文化を体験した人物で，彼の生涯と作品は、私達に物事を見る新
たな視点を与えてくれると思う。

亀廼井　茂勝(教育学部岩見沢校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校・高等学校
英語科教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51194号

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

北海道教育大学 理科教材研究入門

理科の教材開発について実際的な例をあげながらその基本的な
考え方を紹介する。特に，理科の基礎的法則に関わる事項，例え
ば力と運動や熱と温度などの事項に関係した教材について触れ
る。また，地域的な自然現象としての雪の観察方法や教材作成の
方法について述べる。

油川　英明(教育学部岩見沢校教授） 北海道札幌市 6時間 平成 21年8月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51195号

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

北海道教育大学 日本人と木の関わり

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人が木の
性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の使いわけをして
きたからである。日本人がどのような木を使用してきたのかを、木
材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等につい
て述べる。

大矢　智（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年 8月7日 教諭 中学校技術科 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51196号

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

北海道教育大学 中学校の古典文学教材について

　現在中学校の国語科教科書に掲載されている古典作品のうち，
『竹取物語』や『枕草子』など主に平安時代の作品を取り上げ，語
句や文化的な背景，文学史的位置づけなど，基本的な知識と授業
の工夫のヒントにも繋がるような発展的な知識について述べ，筆記
試験によって理解のほどを確かめます。

中島　和歌子(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭
中学校国語科教諭
向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51197号

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

北海道教育大学 文法研究と文法教育

現代日本語の文法現象に関わる諸問題の中から児童・生徒の言
語に対する興味関心につながる材料や新しい表現・間違いとされ
る表現などを取り上げ、文法研究を生かした文法教育のあり方に
ついて触れながら近年の研究成果を概説する。

馬場　俊臣(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭
中学校国語科教
諭・小学校教諭向
け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51198号

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

北海道教育大学 経済学の基礎
ミクロ経済学、マクロ経済学の基本的性格を学びつつ、市場原理
主義の問題点を指摘することによって、経済学の基礎知識を獲得
することにする。

宮田　和保(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭

高等学校公民科政
治，中学校社会科
政治，小学校社会
科政治的分野向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51199号

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

北海道教育大学 数学の浜辺Ⅲ 素数、円周率、ベルヌーイ数について考察する。
長谷川　和泉(教育学部札幌校教授）
菅原　健(教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭 数学科教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51200号

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

3 / 110 ページ

http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�
http://www.hokkyodai.ac.jp/�


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

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 理科教育のあり方

次の３点を柱に実施します。　１全道小学生の理科に関する意識調
査をもとに，PISA2006で明らかになった理科教育にかかわる今日
的な課題を明らかにします。　２新学習指導要領で重視される「も
のづくり」について歴史的な視点から解説し，実習を交えながら指
導のポイントを紹介します。　３全国的にすぐれた５０本の理科教育
実践例のなかから，参加者の希望に応じて，いくつかの実践と指導
のポイントを紹介します。

田中　實（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51201号

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

北海道教育大学 米文学

「アメリカの夢」を講義の主なテーマとし、前半はアメリカ史における
「アメリカの夢」の変遷を概観し、関連文学作品の抜粋を読む。後
半は以下のどちらかの映画を観てもらい、その後デイスカッション
および筆記試験を行う予定。（F・スコット・フィッツジェラルド原作『華
麗なるギャッツビー』またはテネシー・ウイリアムズ原作の『ガラス
の動物園』）

皆川治恵（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 教諭
中学校・高等学校
英語科

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51202号

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

北海道教育大学 文学教材の研究

中学校国語科教材の中で代表的な『夏の葬列』と『オツベルと象』
を取りあげ、高等学校国語科教材として代表的な『羅生門』、『山月
記』を取りあげて、教材研究を行う。あわせて、文学教材の教材分
析のための基本的な方法や概念なども講義する。 後にそれらの
ことについての筆記試験を実施し評価を行う。

西原　千博(教育学部札幌校教授) 北海道札幌市 6時間 平成21年8月9日 教諭
中学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51203号

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

北海道教育大学 小学校国語科指導法

小学校国語科の内容に即して，漢字指導（その指導法，字体につ
いての解説など），主題指導（主題の定義，その指導法など），ＰＩＳ
Ａ型読解力とその影響（ＰＩＳＡ調査問題の分析，全国学力・学習状
況調査問題，新学習指導要領など）について講義する．

吉原　英夫(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月9日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51204号

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

北海道教育大学 数学の浜辺 IV

実技課題として，算数・数学科の授業設計と模擬授業を行う。
作成した授業案は，成績評価される（これを以て「試験」とする）。
授業設計する数学の主題は「数」の領域からとり，講習の中で指定
する。
「数」について講習する時間的余裕がないので，受講者はつぎのオ
ンラインブックを熟読してくること：
　　「数とは何か？」への答え
(http://m.iwa.hokkyodai.ac.jp/meb/number/)
したがって，この準備のできることも受講要件に含まれる，というよ
うに理解されたい。

宮下　英明(教育学部岩見沢校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月9日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51205号

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

北海道教育大学 いじめを哲学する

学校現場で大きな問題になっている「いじめ」を哲学的に考える。い
じめは現在、実に多様化・潜在化しており、いじめに対する対応も
非常に難しくなっている。本講習では、こどものアイデンティティ形
成において重要な意味をもつ「他者との関係」から、いじめの問題
を哲学的に考えてみたい。その際、「差異」「承認」「排除」、あるい
は「個性化」「社会化」「抑圧」などがキーワードになる。

佐山　圭司(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年8月9日 教諭 全ての教諭 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51206号

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

北海道教育大学 障害児心理アセスメント

障害児の知的機能や認知特性を測定する心理アセスメントについ
て、その種類と特徴およびその基本的解釈について概説する。特
に、知的機能を測定するWISC-Ⅲと情報処理様式を測定するK-
ABCの2つの検査を中心に、以下の内容で講義を進める。①障害
児における知的機能の測定　②WISC-Ⅲの特徴と下位検査　③K-
ABCの特徴と下位検査　④プロフィール分析　⑤アセスメント結果
に基づく指導　⑥テスト

青山　真二(教育学部札幌校准教授） 北海道岩見沢市 6時間 平成21年8月8日 教諭

特別支援学校、特
別支援学級及び通
級による指導担当
教諭

6,000円 150人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51207号

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

北海道教育大学 金融の基礎
銀行の社会的機能、証券市場のあり方、また、現在進行している
金融危機を中心に取りあげることによって、金融経済についての知
識を獲得するようにする。

宮田　和保(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月25日 教諭

高等学校公民科政
治，中学校社会科
政治，小学校社会
科政治的分野向け

6,000円 50人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51208号

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

北海道教育大学 情報検索活用法

情報の収集・蓄積・整理・提供の観点から，インターネットを用いた
情報検索に必要な事柄や技能を，演習形式で学習をします。さま
ざまな情報資源の特徴を学ぶほか，パスファインダーの作成演習
を通して，授業で使える情報検索スキルの獲得を目指します。評価
は，課題を作成し，プレゼンテーションによって行います。

今　尚之(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月26日 教諭
小・中学校、高等学
校教諭向け

6,000円 40人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51209号

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

北海道教育大学 英語教育Ⅰ

学習指導要領が改定され、それに伴って小学校外国語活動との連
係が中学校での英語教育に求められている。その関連でフォニック
スの取り扱いを取り上げる。また外国語教育では長い間、学習活
動ではなく「言語活動」を行う事とされてきたが、それが英語教育を
めぐるさまざまな状況とのからみで効果的な方法であったのかどう
か、などを検討してみたい。

加藤　富夫（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月26日 教諭
中・高等学校英語
科教諭向け

6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51210号

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

北海道教育大学 論理技術の向上

書物や雑誌・新聞の記事でであういろいろな推論（ないし推論まが
い）を分析し評価するためのさまざまな技巧を検討する。トムソン
『論理のスキルアップ』（2008年、春秋社）をテキストに使う。テキス
トを携行していない人は講習に参加できない。参加する人は、必ず
あらかじめテキストを入手して熟読しておくこと。講習では随時発言
や討論を求めるので、ものおじせずに積極的に意見を述べ、議論
に参加するように。

中川　大(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月28日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51211号

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

北海道教育大学 コミュニケーション演習

コミュニケーションの取り方やあり方を，参加型体験学習により，自
らが主体となって学びます。演習課題をグループで取り組み，討論
をしつつ，互いの学びを深めます。また，相互の学びあいに貢献で
きる力を得ることを第一とし，人間関係づくりの方法などを理解する
ことを目指します。

今　尚之(教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月28日 教諭
小・中学校、高等学
校教諭向け

6,000円 40人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51212号

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

北海道教育大学 英語教育学
タスク活動に関わる理論的な背景を学ぶ。また，タスク教材の作成
の仕方と授業運営の仕方にについて洞察を深める。また，参加者
に実際に授業をしてもらい，問題点などを論じる。

横山　吉樹(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成21年12月28日 教諭
中学校及び高等学
校英語科教諭向け

6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51213号

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

北海道教育大学 小学校英語
平成23年度から導入される小学校外国語（英語）活動の基本理
念、指導方法、教材、英語表現・発音の基礎、および関連諸学問
分野の知見を含めて講義・演習を行う。

萬谷　隆一(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年1月4日 教諭 小学校教員向け 6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51214号

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

北海道教育大学 英文学II

文学を中心に置きながら、多岐にわたる英国の文化史を再確認す
るとともに、英語で書かれた文学作品を英語教育の領域に取り込
むことの可能性を探る。また、文学作品を素材として、授業の中で
は見落としがちな文法事項や、翻訳の際に陥りやすい過ちなどに
ついても言及したい。

本堂　智彦（教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年1月5日 教諭
中学校・高等学校
英語科教諭向け

6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51215号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
食育の観点をふまえた学校給食と望
ましい食習慣の形成

「食育基本法」制定の背景と目的・推進計画などを理解し、現在の
子どもたちに求められている食育とは、何かを学ぶ。また、食育の
基本は家庭にあるものの、現状では難しくなっている子どもたちの
家庭環境をふまえて、学校給食などを通して実施される食育につ
いて実践例から学ぶとともに、自分が実施する食育の指導計画な
どを立案する。

佐々木貴子（教育学部札幌校准教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年 1月6日 教諭
小・中学校教員を対
象

6,000円 50人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51216号

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

北海道教育大学 特別支援教育の基礎

　特別支援教育で対象とする児童生徒の障害種の分類、教育の場
の種類（特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室など）、校内
支援体制、他機関との連携、コーディネーﾄの際の留意事項など、
特別支援教育に関する基本的な事項について概説する。そのた
め、特別支援教育に関わる経験年数の少ない教員向けの内容で
ある。

三浦　哲(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年1月6日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 150人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51217号

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

北海道教育大学 理科の実験実習E

　折り紙を用いる簡単な分子模型の作製方法を紹介し，分子構造
の理解と解説方法を学習する。市販飲料水をモデル試料として水
質分析（硬度及び化学的酸素必要量測定等）を行い，水質に対す
る理解と化学反応および安全な実験技術の向上・再確認を行う。

後にそれらを踏まえた実験実技の試験を行う予定である。

蠣崎　悌司(教育学部岩見沢校教授）
菅　正彦(教育学部札幌校准教授）

北海道札幌市 6時間 平成22年1月7日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 15人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51218号

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

北海道教育大学 雪の教育活用を探る

 雪の学習をサポートするWebページ「北海道雪たんけん館」を開発
し、教育現場での活用を図ってきた。雲の中での雪の成長機構、雪
結晶の形など、そのために必要な基礎知識を解説する。また、雪を
‘観る’という視点から、降雪と積雪の観察を児童とどのように進め
たらよいかを解説･実習する。

高橋　庸哉(教育学部札幌校教授） 北海道札幌市 6時間 平成22年1月7日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 15人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51219号

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

北海道教育大学 子どもの心身の健康を支える取組

子どもの心身の健康を支える取組に関し，社会状況の変化等を踏
まえ，以下の三点から述べる。
１．いじめ・不登校等の適応問題について，近年の子どもの育ちを
踏まえ、児童生徒理解という視点からの取組
２．インターネット，携帯ツールの急速な進展に伴って生じる人間関
係の変容と依存傾向を掴み，その対応を踏まえた取組
３．教育基本法等の改正を受け，平成20年3月28日告示の新学習
指導要領における保健学習を通じた取組

渡部　基(教育学部札幌校准教授）
佐々木　胤則(教育学部札幌校教授）
扇子　幸一（教職大学院教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月6日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51220号

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

北海道教育大学 子どもの心身の健康を支える取組

子どもの心身の健康を支える取組に関し，社会状況の変化等を踏
まえ，以下の三点から述べる。
１．いじめ・不登校等の適応問題について，近年の子どもの育ちを
踏まえ、児童生徒理解という視点からの取組
２．インターネット，携帯ツールの急速な進展に伴って生じる人間関
係の変容と依存傾向を掴み，その対応を踏まえた取組
３．教育基本法等の改正を受け，平成20年3月28日告示の新学習
指導要領における保健学習を通じた取組

渡部　基(教育学部札幌校准教授）
佐々木　胤則(教育学部札幌校教授）
扇子　幸一（教職大学院教授）

北海道札幌市 6時間 平成22年1月5日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 60人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51221号

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

北海道教育大学 子どもの健康に関する今日的課題

　子どもの健康に関する今日的課題について，環境保健の視点，
保健教育の観点，体力・運動能力及び健康の実態の視点からの３
点を述べる。
1．私たちの生活には放射能，放射性物質が身近に存在する。そ
のような放射能について概説し子どもたちが健康で安全に生活を
送る知識を学ぶ。
2．健康に望ましい行動形成を促す保健学習の進め方について，
態度形成，認識形成過程の観点から検討する。
3．特に体力・運動能力と生活実態及び健康状態を中心に学校保
健調査報告書等より述べる。

青井　陽(教育学部札幌校准教授）
前上里　直(教育学部札幌校講師）
横田　正義(教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月7日 養護教諭
すべての養護教諭
向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51222号

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

北海道教育大学 子どもの健康に関する今日的課題

　子どもの健康に関する今日的課題について，環境保健の視点，
保健教育の観点，体力・運動能力及び健康の実態の視点からの３
点を述べる。
1．私たちの生活には放射能，放射性物質が身近に存在する。そ
のような放射能について概説し子どもたちが健康で安全に生活を
送る知識を学ぶ。
2．健康に望ましい行動形成を促す保健学習の進め方について，
態度形成，認識形成過程の観点から検討する。
3．特に体力・運動能力と生活実態及び健康状態を中心に学校保
健調査報告書等より述べる。

青井　陽(教育学部札幌校准教授）
前上里　直(教育学部札幌校講師）
横田　正義(教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成22年1月6日 養護教諭
すべての養護教諭
向け

6,000円 60人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51223号

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

北海道教育大学
学校における今日的な健康問題（ア
レルギーと医療的ケア）

医療的ケアを必要とする子どもに対して教師が行うことが許容され
る「咽頭より手前の痰の吸引」「留置されている管からの注入によ
る経管栄養」「自己導尿の補助」について、解説とデモンストレー
ションを行う（３時間）。

津村直子（教育学部札幌校教授）
西川武志（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年8月8日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51224号

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

北海道教育大学
学校における今日的な健康問題（ア
レルギーと医療的ケア）

医療的ケアを必要とする子どもに対して教師が行うことが許容され
る「咽頭より手前の痰の吸引」「留置されている管からの注入によ
る経管栄養」「自己導尿の補助」について、解説とデモンストレー
ションを行う（３時間）。

津村直子（教育学部札幌校教授）
西川武志（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市 6時間 平成22年1月7日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 60人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51225号

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

北海道教育大学
地理教育における自然的要素の取り
扱いについて

　小学校社会科・中学校社会科・高等学校地理歴史科における地
理分野または地理教科書や地図帳における自然地理学的内容に
関して、おもに地形と気候について、子どもや生徒の発達段階に応
じた取り上げ方の現状と課題について解説する。まず、教科書等に
出てくる用語を学校種別に整理し、教科書の記述内容との関連を
み、次に授業における取り上げ方やその課題について解説する。

大内　定(教育学部札幌校教授） 北海道室蘭市 6時間 平成21年 8月8日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51226号

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

北海道教育大学 日本語の地理的変異と歴史的変化

　日本語は地域による言語差つまり方言が豊かです。一方、日本
語の歴史は、文献が豊富にある８世紀以降は、ある程度明らかに
なっています。この講義では、この横の広がり（方言差）と縦のつな
がり（言語史）との関係を考えます。その結果、受講者に、日本語
が多様であることを認識してもらうことが眼目です。

吉見　孝夫(教育学部札幌校教授） 北海道小樽市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校国語科教諭
向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51227号

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

北海道教育大学 国際法Ⅰ

グローバリゼーションが叫ばれる現代国際社会、貧困や環境問
題、民族紛争、テロなど、一国の努力では解決できない様々な問
題が国際社会に提起されつつある。本講義では、このような課題に
挑む現代国際法の形成過程や役割、その課題について考えてみ
ることにしたい。

河　錬洙（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学校・高等学校
教論向け

6,000円 10人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51228号

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

北海道教育大学 火山の年代を計る

火山がいつ噴火したのかを知るための年代測定について，蛍光年
代測定法により，実験を行います．対象とするのは，函館市湯の川
沖合いにある火山，銭亀沢火山です．年代測定の簡単な仕組みと
実験方法について学び，測定装置を用いて，年代測定を行ってみ
ます．鉱物は火山灰に含まれる石英を用います．

鴈澤　好博（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年 6月20日 教諭 全ての教諭 6,000円 5人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51229号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 教師のための自然観察入門

カヌーや遊覧船による巡検を行ないながら，小中学校の環境学習
を目的とする自然観察法を学ぶことを目的とする．具体的には，以
下の３つを到達目標とする．（１）湖沼生態系と環境についての観
察法や測定法を指導できる。（２）湖沼生態系の種の多様性や水質
に影響を与える人間活動について指導できる．（３）湖沼環境の保
全，復元の方法を考案できる．

田中　邦明（教育学部函館校教授）
北海道亀田郡七
飯町

6時間 平成21年6月20日 教諭
小・中学校教諭向
け

8,460円 10人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51230号

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

北海道教育大学 社会思想史

本授業は近代社会を通底する様々な社会思想を概観する。現代政
治、現代社会を批判的に考察する能力を身につけることを目的に
している。近代の揚棄の問題、自由の実現、近代の揚棄という観
点から、西欧の社会思想を総体的に把握する。ただ、このような原
理的問題だけではなく、時事的問題と社会思想との関連にも随時
言及する。

田村　伊知朗（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

7.890円 10人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51231号

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

北海道教育大学 社会思想史

本授業は近代社会を通底する様々な社会思想を概観する。現代政
治、現代社会を批判的に考察する能力を身につけることを目的に
している。近代の揚棄の問題、自由の実現、近代の揚棄という観
点から、西欧の社会思想を総体的に把握する。ただ、このような原
理的問題だけではなく、時事的問題と社会思想との関連にも随時
言及する。

田村　伊知朗（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

7,890円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51232号

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

北海道教育大学 環境を考慮した科学実験Ⅰ
セルプレートを利用したマイクロスケールの実験やクロマトグラ
フィーを利用した環境に配慮した科学実験などを行い、教育現場で
の科学実験について環境や安全の面から考える機会をつくる。

中村　秀夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 10人
平成21年6月　2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51233号

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

北海道教育大学 環境を考慮した科学実験Ⅰ
セルプレートを利用したマイクロスケールの実験やクロマトグラ
フィーを利用した環境に配慮した科学実験などを行い、教育現場で
の科学実験について環境や安全の面から考える機会をつくる。

中村　秀夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51234号

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

北海道教育大学 環境を考慮した科学実験Ⅰ
セルプレートを利用したマイクロスケールの実験やクロマトグラ
フィーを利用した環境に配慮した科学実験などを行い、教育現場で
の科学実験について環境や安全の面から考える機会をつくる。

中村　秀夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51235号

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

北海道教育大学 環境を考慮した科学実験Ⅰ
セルプレートを利用したマイクロスケールの実験やクロマトグラ
フィーを利用した環境に配慮した科学実験などを行い、教育現場で
の科学実験について環境や安全の面から考える機会をつくる。

中村　秀夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51236号

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

北海道教育大学 環境を考慮した科学実験Ⅰ
セルプレートを利用したマイクロスケールの実験やクロマトグラ
フィーを利用した環境に配慮した科学実験などを行い、教育現場で
の科学実験について環境や安全の面から考える機会をつくる。

中村　秀夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51237号

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

北海道教育大学 社会科教育講座

新・教育基本法の「教育の目標」に「国と郷土を愛する」という言葉
が入り、学習指導要領に反映されました。これまでの郷土学習の
振り返りと、これからの郷土学習の可能性を共同学習するのが大
きな目的です。特に、「総合的な学習の時間」のテーマとしての具
体的な議論とともに、実際的なまちづくりを子どもたちに体感できる
工夫をも検討したい。

根本　直樹（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 20人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51238号

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

北海道教育大学 国際協力入門

　第2次世界大戦以降にわが国を含めた国際社会が実施してきた
開発協力の歴史的展開、政府開発援助（ODA)に対する国民の意
見、ならびにODAに基づく開発協力事業の企画及び運営管理等に
ついて概説することを通じて、開発協力の多様な見解、実施手法、
課題について理解を深める。

藤田　雅史（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学校･高等学校
経論向け

6,000円 20人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51239号

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

北海道教育大学 国際協力入門

　第2次世界大戦以降にわが国を含めた国際社会が実施してきた
開発協力の歴史的展開、政府開発援助（ODA)に対する国民の意
見、ならびにODAに基づく開発協力事業の企画及び運営管理等に
ついて概説することを通じて、開発協力の多様な見解、実施手法、
課題について理解を深める。

藤田　雅史（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭
中学校･高等学校
経論向け

6,000円 20人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51240号

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

北海道教育大学 英米児童文学の世界

　 近、英米児童文学作品、特にファンタジー作品の映画化が盛
んに行われている。本講座では、子どものみならず大人も引きつけ
る英米児童文学の世界を取り上げる。まず英米児童文学の歴史を
概観してから、マザー・グースの唄、童話、詩、ファンタジー文学な
どを扱う予定である。

星野　立子（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年 6月20日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 30人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51241号

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

北海道教育大学 精神障害と精神障害者支援の基礎

精神疾患に関する基礎的な知識に加え，精神障害者の生活上の
障害とは何かを学ぶ．また，精神障害者の生活支援に関わる制度•
社会資源に関する知識を深め，児童・生徒及び園保護者の精神保
健に関する対応を考えるきっかけとする．講習は，基礎的な事項を
学ぶ講義，映像資料による基礎知識の獲得に加え，精神障害をも
つ人への子育て支援に携わる医療従事者や精神障害者の家族，
精神科病院のソーシャルワーカーとの体験談などを聞くなど，精神
障害をより身近な問題として認識できるように配慮する．

森谷　康文（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日
教諭

養護教諭
全ての教諭及び養
護教諭

6,000円 10人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51242号

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

北海道教育大学 精神障害と精神障害者支援の基礎

精神疾患に関する基礎的な知識に加え，精神障害者の生活上の
障害とは何かを学ぶ．また，精神障害者の生活支援に関わる制度•
社会資源に関する知識を深め，児童・生徒及び園保護者の精神保
健に関する対応を考えるきっかけとする．講習は，基礎的な事項を
学ぶ講義，映像資料による基礎知識の獲得に加え，精神障害をも
つ人への子育て支援に携わる医療従事者や精神障害者の家族，
精神科病院のソーシャルワーカーとの体験談などを聞くなど，精神
障害をより身近な問題として認識できるように配慮する．

森谷　康文（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日
教諭

養護教諭
全ての教諭及び養
護教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51243号

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

北海道教育大学 教授と学習の心理学

　講習内容は、授業が教師の授業の計画から授業中の思考と判断
そして授業後の反省と次の授業へ向けての計画、そしてこれらの
思考を支える信念というように教師の複雑な心理に支えられている
ことを解説する。そして、授業場面における生徒の学習活動の多く
は様々な学習理論によって解釈することができる。講習の目標は，
教師が自分の実践を対象化することにより，授業を改善するため
の自分なりの評価・改善の手法をもつことである。

山崎　正吉（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小・中・高等学校教
諭

6,000円 20人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51244号

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

北海道教育大学 乳幼児教育入門

0歳から小学校入学までの子どもを対象とした教育制度と保育内容
について考える。具体的には，幼稚園や保育所，それに2007年か
ら発足した「認定こども園」などが，今，何を目指しているのかを説
明する。また，2009年から施行される幼稚園教育要領や保育所保
育指針についても簡単に説明する。

奥野　正義（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年6月20日
教諭

養護教諭
全ての教諭及び養
護教諭向け

6,000円 10人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51245号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 福祉教育入門

１．昨今の変化著しい社会福祉（地域福祉の新たな仕組みづくり
等）の法制度に関する基礎的理解を図る。
２．市町村社会福祉協議会など福祉教育を推進，又は媒介する機
関の役割やその実践内容に関する基礎的理解を図る。
３．日頃の学校教育の現場で役立つような身近な地域福祉情報の
入手方法や専門職との連携の方法等、福祉教育に関する実践的
理解を図る。

五十嵐　雅浩（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51246号

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

北海道教育大学 正負の数についての教材研究I

中学校数学の初年度に学ぶ「正・負の数」の単元内容は、小学校
で学んできた正の数の加減乗除に比べると、計算の法則が格段に
複雑になっています。また、数の抽象化が進み、日常との対比が
困難になっています。この研修では、受講生が日頃おこなっている
「正・負の数」導入授業の実演・解説をおこない、さらに負の数をめ
ぐる数の意味付け、構築について講義をおこないます。

池田　正（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
数学教員向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51247号

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

北海道教育大学 東アジア文化関係史Ⅰ

本講習科目は前近代までの東アジア文化関係史を明らかにする。
前近代までの東アジアは中国を中心にした一定の世界秩序体制
(「冊封体制」等)を基本にして国際関係・国際政治が営まれてきた。
本講習科目はそのなかで、①日本人の主食としての米の栽培と文
化にかかわって、古代日本の稲作と中国・長江地方との関係、②
東アジアの政治教学及び文化体系の基本の一つになった儒教を
めぐる日本・中国・韓国の受容関係を述べる。

遠藤　芳信（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校教諭、中学
校教諭、高校教諭

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51248号

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

北海道教育大学 衣生活科学を見直そう

衣生活を充実したものにするため、被服のもつ材料科学的な側面
に焦点を合わせ、繊維原料から布が出来るまでを講義し、繊維素
材が有する機能性を再認識する。また、衣服を管理するための洗
剤、洗濯についても触れ、講義の中に実験や実習を取り入れ、受
講生の理解を助ける。併せて被服材料と素材が同一であるものが
多いプラスチック材料についても触れたい。

尾崎　文彦（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51249号

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

北海道教育大学 衣生活科学を見直そう

衣生活を充実したものにするため、被服のもつ材料科学的な側面
に焦点を合わせ、繊維原料から布が出来るまでを講義し、繊維素
材が有する機能性を再認識する。また、衣服を管理するための洗
剤、洗濯についても触れ、講義の中に実験や実習を取り入れ、受
講生の理解を助ける。併せて被服材料と素材が同一であるものが
多いプラスチック材料についても触れたい。

尾崎　文彦（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51250号

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

北海道教育大学 衣生活科学を見直そう

衣生活を充実したものにするため、被服のもつ材料科学的な側面
に焦点を合わせ、繊維原料から布が出来るまでを講義し、繊維素
材が有する機能性を再認識する。また、衣服を管理するための洗
剤、洗濯についても触れ、講義の中に実験や実習を取り入れ、受
講生の理解を助ける。併せて被服材料と素材が同一であるものが
多いプラスチック材料についても触れたい。

尾崎　文彦（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭
小・中学校教諭向
け

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51251号

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

北海道教育大学 地域学習

小学校・社会、第３学年及び第４学年の「目標」と「内容」である、
「イ、地域の生産や販売に携わっている人々の働き」を中心に講習
する。日常、各先生は、副読本を中心に授業を行っておられると思
う。また、地域の教育資源を使って、「体験型学習」も試みておられ
ると思う。この講習では、まづ、これら授業に於いて、困難を感じて
おられる課題をできるだけ解決したい。（課題解決。）併せて、経済
学の立場から、地域を学ぶための、基本的な知識を紹介する。

加藤　晃（教育学部函館校講師） 北海道函館市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51252号

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

北海道教育大学 国際法Ⅱ

グローバリゼーションが叫ばれる現代国際社会、貧困や環境問
題、民族紛争、テロなど、一国の努力では解決できない様々な問
題が国際社会に提起されつつある。本講義では、このような課題に
挑む現代国際法の形成過程や役割、その課題について考えてみ
ることにしたい。

河　錬洙（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校・高等学校
教論向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51253号

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

北海道教育大学 地域社会へのまなざし

地域社会を考えるための基礎的な視座について簡単に確認をした
あと、かつての農村の特徴と戦後農村の変化、また現代の都市と
その中の各種中間集団のあり方とそれが抱える課題、また、都市
と農村との関係などに焦点をあてながら、現在の地域社会の課題
と私たちの生活のあり方を、具体的な事例を素材にして考察する。

小松　丈晃（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月4日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51254号

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

北海道教育大学 子どものスポーツ指導

前半は、体育及びスポーツ指導の場面において、態度や取り組む
姿勢等に関して「気になる子」への対応について議論する。後半
は、子どものスポーツ指導の際に も重視すべきテーマとしての
「楽しさ・喜び」の追及と神経系統の開発を中心とした運動・トレー
ニング等について、実践を通して学ぶ。

田中　和久（教育学部函館校教授）
吉村　功（教育学部函館校准教授）

北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校・中学校教
諭

6,000円 12人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51255号

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

北海道教育大学 古典の授業入門

小学校、中学校、高等学校で想定される「古典（古文）」の授業を想
定し、典型的な教材と授業方法の例示を行う。小、中、高それぞれ
の事例を示すことで、各学校段階の連続性についても考慮する。
一部、実技（語り、音読）を取り入れて行う。

内藤　一志（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51256号

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

北海道教育大学 古典の授業入門

小学校、中学校、高等学校で想定される「古典（古文）」の授業を想
定し、典型的な教材と授業方法の例示を行う。小、中、高それぞれ
の事例を示すことで、各学校段階の連続性についても考慮する。
一部、実技（語り、音読）を取り入れて行う。

内藤　一志（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51257号

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

北海道教育大学 正負の数についての教材研究II

「正負の数についての教材研究I」に引き続き、「正・負の数」につい
て、Iでの講義内容や用意した書籍を調べることで得た内容・考え
方をふまえ、導入授業を構築してもらいます。前半は調査と構想準
備に使い、後半では授業の実演と解説をおこなってもらいます。こ
れらの作業は、何人かのグループに分かれておこないます。

池田　正（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校・高等学校
数学教員向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51258号

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

北海道教育大学 東アジア文化関係史Ⅱ

本講習科目は前近代までの東アジア文化関係史を明らかにする。
前近代までの東アジアは中国を中心にした一定の世界秩序体制
(「冊封体制」等)を基本にして国際関係・国際政治が営まれてきた。
本講習科目はそのなかで、①古代中国で成立した民族宗教として
の道教と古代天皇制・日本文化との関係、②古代中国の都市計画
思想として成立した風水をめぐる東アジア世界の文化関係史を述
べる。

遠藤　芳信（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校教諭、中学
校教諭、高校教諭

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51259号

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

北海道教育大学 国際法Ⅲ

グローバリゼーションが叫ばれる現代国際社会、貧困や環境問
題、民族紛争、テロなど、一国の努力では解決できない様々な問
題が国際社会に提起されつつある。本講義では、このような課題に
挑む現代国際法の形成過程や役割、その課題について考えてみ
ることにしたい。

河　錬洙（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校・高等学校
教論向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51260号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 昔話の背後を読む

「昔話」と聞いたとき、我々は普通それには定番とも言える「正しい
形」があるものと思いこみがちである。しかし実際に読み比べてみ
ると、むしろ流動性のうちにこのジャンルの活力が秘められている
ように思えてならない。この講習では国際的に分布している幾つか
の昔話を取り上げ、様々な時代・様々な土地に伝わる話を読み比
べてその多様性や変容のあり方を観察し、昔話の生き様に光を当
てることを試みる。

高橋　修（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51261号

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

北海道教育大学 大衆文化論I

戦後の大衆文化,ポップカルチャーについての代表的な作品（映
画、音楽） をいくつかとりあげ、その作品の社会、文化背景、また
作品間の関連を探っていく。 なお、講習参加者の世代構成等を考
慮して作品選定をする。 世代を「またがった」時代理解を進めるの
が本講習の目的のひとつである。

吉井　明（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月5日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51262号

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

北海道教育大学 英語指導と文法研究

　従来の伝統文法が扱ってきた広範囲で網羅的な英文法現象の
理解を深めるために、具体的な統語
と意味に関する諸現象を 近の機能的構文論の枠組みを用いて、
さまざまな観点から考察を加え、
その体系化を試みる。近年の英語学や言語学、あるいはそれらの
関連分野の研究成果や知見などを
取り込みながら、新しい、役立つ英文法の再構築に迫りたい。

上山　恭男（教育学部函館校教授） 北海道函館市 18時間 平成21年8月6日 教諭
中学校，高等学校
教諭

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51263号

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

北海道教育大学 英語指導と文法研究

　従来の伝統文法が扱ってきた広範囲で網羅的な英文法現象の
理解を深めるために、具体的な統語
と意味に関する諸現象を 近の機能的構文論の枠組みを用いて、
さまざまな観点から考察を加え、
その体系化を試みる。近年の英語学や言語学、あるいはそれらの
関連分野の研究成果や知見などを
取り込みながら、新しい、役立つ英文法の再構築に迫りたい。

上山　恭男（教育学部函館校教授） 北海道函館市 18時間 平成21年11月7日 教諭
中学校，高等学校
教諭

6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51264号

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

北海道教育大学 英語指導と文法研究

　従来の伝統文法が扱ってきた広範囲で網羅的な英文法現象の
理解を深めるために、具体的な統語
と意味に関する諸現象を 近の機能的構文論の枠組みを用いて、
さまざまな観点から考察を加え、
その体系化を試みる。近年の英語学や言語学、あるいはそれらの
関連分野の研究成果や知見などを
取り込みながら、新しい、役立つ英文法の再構築に迫りたい。

上山　恭男（教育学部函館校教授） 北海道函館市 18時間 平成22年1月9日 教諭
中学校，高等学校
教諭

6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10年9日

平21-
10002-
51265号

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

北海道教育大学 国際法Ⅳ

グローバリゼーションが叫ばれる現代国際社会、貧困や環境問
題、民族紛争、テロなど、一国の努力では解決できない様々な問
題が国際社会に提起されつつある。本講義では、このような課題に
挑む現代国際法の形成過程や役割、その課題について考えてみ
ることにしたい。

河　錬洙（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
教論向け

6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51266号

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

北海道教育大学 地球の歴史から見た環境の変化

近の地球科学研究の話題の中から，地球環境の変化に関わる
内容について紹介し，地球環境の変化の幅を理解するとともに，現
在の地球環境の歴史的経緯の中での位置づけや，人の影響につ
いて考察する．

紀藤　典夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校・高校教諭
向け

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51267号

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

北海道教育大学 徹底検証「走れメロス」指導

太宰治「走れメロス」は現在どのように教えられているのかを、五社
の指導書や主要先行研究・実践報告、さらには受講者の指導経験
などを元に検証し、その背後にある文学観や文学教育観、課題な
どを探ることで、文学教材の指導のありかたについて再検討を行
う。

小林　真二（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
国語教諭および小
学校教諭向け

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51268号

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

北海道教育大学 電子コーパスによる英語語法調査

　中学・高校で学習する英語の語法と文法を確認した後、英語のテ
キストを集めた電子コーパスの検索を通して、実際の使われ方を調
査します。類義語の使い分け、英米の地域差、年代による変化、
ジャンルによる違いを分析・確認します。電子コーパス調査の技法
を英語学習や英語教育において活用する方法を検討します。

福田　薫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月8日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51269号

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

北海道教育大学 電子コーパスによる英語語法調査

　中学・高校で学習する英語の語法と文法を確認した後、英語のテ
キストを集めた電子コーパスの検索を通して、実際の使われ方を調
査します。類義語の使い分け、英米の地域差、年代による変化、
ジャンルによる違いを分析・確認します。電子コーパス調査の技法
を英語学習や英語教育において活用する方法を検討します。

福田　薫（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円 20人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51270号

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

北海道教育大学 センサーを使った物理実験

自然現象を理解するためにはその現象を観察し，現象の背後に隠
れている仕組を明らかにする必要がある．そのためには現象の観
測から得られる物理量やその変化から現象の仕組を明らかにしな
ければならない．　この講習では，身近に利用されているさまざま
なセンサーを利用した物理量の観測道具を組み立て，これを利用
した物理量の処理や表示の実習を行う．また，電卓を利用したデー
タ収集機器の利用やデータ処理も行う．教科の実験・実習への利
用実践への方法論も検討する．

松木　貴司（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭 全ての教諭 6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51271号

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

北海道教育大学 大衆文化論II

戦後の大衆文化,ポップカルチャー理解の枠組みと基本用語につい
て、解説を加えるとともに理解を深める。なお、本講習は「大衆文化
論I」の歴史/理論編であるので、「大衆文化論I」を受講していること
が望ましい（ただし必須ではない）。

吉井　明（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 10人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51272号

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

北海道教育大学 短詩系文学を読む

　鶴彬の反戦川柳、橋本夢道（むどう）の短歌より長い自由律俳
句、そして回文、日本語での脚韻詩、といった、教科書には出てこ
ない作品にふれる。自分の好きなジャンルを選んで読解を深めた
り、自ら回文や脚韻詩の創作をしてもよい。

木村　哲也（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年8月6日 教諭 全ての教諭 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51273号

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

北海道教育大学
特別支援教育に生かす心理アセスメ
ントⅠ

子どもの知的発達の偏りや遅れ，認知能力に関する状態を知るこ
とは，特別な支援が必要とされる発達障害のある子どもたちの教
育において，重要な心理アセスメントである。そこでこの講義では
心理アセスメントで多く使われる検査の中でＫ－ＡＢＣについて，検
査の特徴と実施方法について学ぶ。

五十嵐　靖夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭 全教諭 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51274号

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

北海道教育大学 まちづくり論

地方自治、地方財政、都市計画、文化政策、各種ＮＰＯ団体活動、
等々の「まちづくり」に関する多様な領域を視野に入れながら、現在
まちづくりで何が問題となっているかにつき、参加者相互に議論し
ていく。担当講師の問題提起を受けて、参加者の自由闊達な議論
を期待している。

大江　洋（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭 すべての教諭向け 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51275号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 英米演劇入門

　イギリスは演劇のメッカであり、シェイクスピアをはじめとする多く
の演劇人が輩出している。本講座では、英米演劇の歴史、および
主だった作品を取り上げる。また、シェイクスピアの作品が（日本を
含めて）どのように演出されているかについても扱う予定である。

星野　立子（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年 11月 7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 30人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51276号

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

北海道教育大学 ナノテクノロジー入門

　本講習では、先端科学技術のひとつであるナノテクノロジーを基
礎から学び・体験する。具体的には、ナノメートルスケールの観察
が可能な原子間力顕微鏡を題材にして、その動作原理の基礎実
験およびDNA分子などの観察体験を通じてナノテクノロジーの基礎
を体験的に学ぶ。

松浦　俊彦（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51277号

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

北海道教育大学 固体触媒反応（１）

規則的な細孔構造を持ち、イオン交換能と固体酸性を有するゼオ
ライトを主題に、分子模型の作製を通じて細孔構造の理解を深め
るとともに、イオン交換を実際に行い、過酸化水素の分解実験を行
う。中学校のイオンに関する授業への展開を議論する。

松橋　博美（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成21年11月7日 教諭 中・高校理科教諭 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51278号

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

北海道教育大学
特別支援教育に生かす心理アセスメ
ントⅡ

この講義は，特別支援教育に生かす心理アセスメントⅠの続編で
ある。特別な支援が必要とされる発達障害のある子どもたちのた
めの心理アセスメントとして多く用いられる検査Ｋ－ＡＢＣについ
て，検査結果の解釈，指導への活用について学ぶ。

五十嵐　靖夫（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成22年1月9日 教諭 全教諭 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51279号

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

北海道教育大学 遺伝子の時代の生物学

ヒトゲノムプロジェクト等の完成を受けて，21世紀は遺伝子の時代
と言われるようになった。今や，遺伝子の理解なくしては科学の進
歩の正確な評価はあり得ない。本講習では，変貌を遂げつつある
遺伝子の時代の生物学を，どのような視点に立って理解しそして教
えるべきかを主たる内容とする。

長谷　昭（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成22年1月9日 教諭 全ての教諭向け 6,000円 20人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51280号

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

北海道教育大学 固体触媒反応（２）

規則的な細孔構造を持ち、イオン交換能と固体酸性を有するゼオ
ライトを主題に、分子模型の作製を通じて細孔構造の理解を深め
るとともに、プロトン型ゼオライトを用いてフェノールフタレインの合
成を行う。合成の確認を塩基性水溶液だけではなく、固体表面でも
行い、現象について議論する。

松橋　博美（教育学部函館校教授） 北海道函館市 6時間 平成22年1月9日 教諭 中・高校理科教諭 6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51281号

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

北海道教育大学 　性教育

性教育についての基本的考え方、児童生徒を対象とした性教育の
内容について講義していく計画であり、また性に関する問題への対
応、性教育実施のための要領についても考察していきたい。児童
生徒を対象とした性教育実施関する基本的考え方にもふれたい。

川上　幸三（教育学部函館校名誉教授
　　　　　　　　教育学部函館校非常勤講師）

北海道函館市 6時間 平成21年 6月20日 養護教諭 養護教諭 6,000円 25人
平成21年4月13日～
平成21年4月24日

平21-
10002-
51282号

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

北海道教育大学 　環境と健康

環境についての基本的考え方、児童生徒のおかれている環境とそ
の影響および健康問題について講義していく計画であり、また環境
への対応、健康保持のための要因についても考察していきたい。
児童生徒を対象とした環境と健康に関する教育・指導の基本にふ
れたい。

山本　道隆（教育学部函館校准教授） 北海道函館市 6時間 平成21年 8月5日 養護教諭 養護教諭 6,000円 25人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51283号

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

北海道教育大学 　ヘルスカウンセリング

ヘルスカウンセリングについての基本的考え方、児童生徒を対象と
したヘルスカウンセリングの内容について講義していく計画であり、
またヘルスカウンセリングに関する個々への対応、ヘルスカウンセ
リング実施のための要領についても考察していきたい。児童生徒を
対象としたヘルスカウンセリングに関する基本的な実施と考え方に
もふれたい。

吉田　留美子（北海道教育大学付属養護学校元養護
教諭　教育学部函館校非常勤講師）

北海道函館市 6時間 平成21年 11月 7日 養護教諭 養護教諭 6,000円 25人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51284号

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

北海道教育大学
国語科小・中学校における実践的指
導方法の研究

国語科小・中学校教材「聞くこと・話すこと」「読むこと」「書くこと」領
域についての具体的な指導方法について、そのポイントを講義。特
に表現と理解の関連性を重視した指導、「読み取ること」から「読み
解くこと」への転換を求める指導について、教科書を用いて指導。
また論理性と説得力を生かした説明的文章の指導も行う。

中西　信行（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校・中学校教
員向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51285号

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

北海道教育大学 国語科教育

学習指導要領の改訂や，国語科教育における今日的な課題を踏
まえるならば，基礎・基本となる学力の確かな指導と経験的な活動
におけるその活用，PISA型読解力やコミュニケーション能力の育成
など，国語科教育に求められる要求は，確実に大きくなっている。
本講座では，これら学習指導要領の改訂や今日的な課題を踏まえ
て，学習指導の方法や教材研究など，小・中学校における国語科
教育実践にどう取り組むかについて考える。

上田　祐二（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭 国語科教員向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51286号

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

北海道教育大学  漢字・漢文の指導法

小学校、中学校、高等学校で取り上げられている、漢文教材（韻
文、散文をとわない）を対象とし、どのように授業で扱うのが適切
か、また、小中高とどのような点を意識しながら、授業作りをしてい
くべきかについて、考える講義とする。同様に、漢字についても、各
学年でどのように指導するのが、効率が良いのかなどについて講
習する予定である。

大橋　賢一（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭 国語科教員向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51287号

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

北海道教育大学
新学習指導要領と歴史授業の新内
容

（１）新学習指導要領（平成20年3月告示*平成24年4月実施）の小・
中の社会科歴史分野の新内容を解説する。
（２）今次改訂で、大幅に変更された近世史（江戸時代）を中心に、
新内容について解説する。
（３）同時に、それに対応した先行授業例を紹介する。できれば模
擬授業形式でやりたい。
（４）修了認定は、上記講義を踏まえ、各自に授業を構想してもら
う。

安藤　豊（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭 全教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51288号

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

北海道教育大学  地図は嘘つき！？

中学社会科地理的分野の学習の中で重要な位置を占めている地
図。その読み方使い方のスキルアップを図ります。そのため、①地
図って何？②「嘘つき」地図のいろいろ、③おかしやすい間違い、
④よい地図とわるい地図、⑤地図からひろがる世界、という内容
で、受講者の皆さんと考えたいと思います。

氷見山　幸夫（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
社会科・理科担当
教員向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51289号

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

北海道教育大学  環境問題概説

本講座では、現代の世界的な環境問題に関するアウトラインを概
観し、環境社会学をはじめとした現代社会学における議論を援用し
つつ、地球環境問題に関する構造的理解の把握を目指す。その
際、特に「地球温暖化」問題を端緒とし、その解決努力として随伴
的に生じた問題として「原子力エネルギー利用の功罪」・「食糧危
機」の2点を中心に検討を進める。

角　一典（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭  全教諭向け 6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51290号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
 理解を深めるための算数・数学再入
門

 数学の初歩の内容の中に、わかったつもりでいても反省してみる
と混乱が生じるというものが多々ある。例えば、「面積・体積」概念
はそのようなものの一つであろう。面積・体積は小学校以来なじみ
のものであり、小・中・高等学校の学習の中で何度も登場し、日常
的にもよく使われている。しかし、図形の面積・体積とは何かと問わ
れるとき、どの程度明瞭に答えられるものであろうか。本講習で
は、面積・体積とは何かという問いかけから始め、面積・体積概念
を反省し、面積・体積についての理解を深めることを目標にする。

高橋　優二（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校、中・高数学
担当教員向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51291号

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

北海道教育大学  数の集合とその拡張

 個数を数えるための自然数に始まり、２次方程式の解の存在を保
証するための複素数の導入に至るまで、数の集合は段階的に拡
張される。その各段階における数の集合の性質を調べるとともに、
数の拡張に伴って拡張される数の演算や基本的な関数について、
その定義の成り立ちと考え方について理解する。

小室　直人（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校、中・高数学
担当教員向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51292号

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

北海道教育大学  算数・数学の授業改善

 これまでの算数・数学の授業を見直し，授業を改善していくきっか
けをつかむことを目的とする。そのために，「算数・数学教育の変
遷」をふり返りながら「算数・数学教育の目的」を再確認する。さら
に，「算数・数学の学習指導要領」についての理解を深めるととも
に，具体的な授業例をもとにして「算数・数学の学習指導法」として
何が求められるのかを検討する。

相馬　一彦（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校、中・高数学
担当教員向け

6,000円 56人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51293号

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

北海道教育大学
 新学習指導要領に対応した新しい理
科③理科教育編

新たに改訂された学習指導要領理科について、その基本的な考え
方や求められる育成能力、改善の方向などについて解説する。ま
た、理科授業において重視されている探究的な実験観察を行う具
体的な事例について解説する。加えて、新たな学習指導要領にお
いて重視される言語活動、表現力の育成、サイエンス・プロセスス
キルなどを理科学習で実施する手法について、体験型学習により
実施する。

大鹿　聖公（教育学部旭川校准教授）
古屋　光一（教育学部旭川校准教授）

北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭
 小学校教諭，中学
校（理科），高等学
校（理科）教諭向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51294号

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

北海道教育大学
 新学習指導要領に対応した新しい理
科①物質・エネルギー編

本講習では、小学校教員が理科の授業を行うのに必要な力を身に
付けるとともに、中学校の理科教育にも役立つ知識・技能を習得す
ることをめざす。特に、教員自ら教材開発する力を身に付けるため
に、その背景となる科学４領域のうち物理分野と化学分野について
学ぶ。

浅川　哲弥（教育学部旭川校教授）
阿部　修（教育学部旭川校教授）
酒井　源樹（教育学部旭川校教授）
松田　禎行（教育学部旭川校教授）

北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
 小学校教諭，中学
校（理科），高等学
校（理科）教諭向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51295号

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

北海道教育大学
 新学習指導要領に対応した新しい理
科①物質・エネルギー編

本講習では、小学校教員が理科の授業を行うのに必要な力を身に
付けるとともに、中学校の理科教育にも役立つ知識・技能を習得す
ることをめざす。特に、教員自ら教材開発する力を身に付けるため
に、その背景となる科学４領域のうち物理分野と化学分野について
学ぶ。

浅川　哲弥（教育学部旭川校教授）
阿部　修（教育学部旭川校教授）
酒井　源樹（教育学部旭川校教授）
松田　禎行（教育学部旭川校教授）

北海道北見市 6時間 平成21年8月13日 教諭
 小学校教諭，中学
校（理科），高等学
校（理科）教諭向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51296号

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

北海道教育大学
新学習指導要領に対応した新しい理
科②生命・地球編

生命・地球の起源と進化に関して深い理解と知識をもつことは基本
的に重要である。この目的のために，地球と生命の共進化など新
しい地球・生命観に基づいた宇宙・地球・生命システムを概説し，
具体的な研究例や成果を紹介する。新学習指導要領にどのように
対応させていけるのか，生命・地球を学ぶ意義や有用性を実感し，
生物・地学への関心を高めていくために，新しい実験・観察手法を
提示し，生物・地学分野の体験型学習のあり方について解説する。

関口　朋彦（教育学部旭川校准教授）
西川　恒彦（教育学部旭川校教授）
藤山　直之（教育学部旭川校准教授）
和田　恵治（教育学部旭川校教授）

北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校教諭，中学
校（理科），高等学
校（理科）教諭向け

6,000円 60人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51297号

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

北海道教育大学
新学習指導要領に対応した新しい理
科②生命・地球編

生命・地球の起源と進化に関して深い理解と知識をもつことは基本
的に重要である。この目的のために，地球と生命の共進化など新
しい地球・生命観に基づいた宇宙・地球・生命システムを概説し，
具体的な研究例や成果を紹介する。新学習指導要領にどのように
対応させていけるのか，生命・地球を学ぶ意義や有用性を実感し，
生物・地学への関心を高めていくために，新しい実験・観察手法を
提示し，生物・地学分野の体験型学習のあり方について解説する。

関口　朋彦（教育学部旭川校准教授）
西川　恒彦（教育学部旭川校教授）
藤山　直之（教育学部旭川校准教授）
和田　恵治（教育学部旭川校教授）

北海道稚内市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校教諭，中学
校（理科），高等学
校（理科）教諭向け

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51298号

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

北海道教育大学
小学校の体つくり運動の内容と指導
方法の改善

新指導要領では、体つくりの運動が低学年から導入された。本講
習では、低・中学年の多様な動きをつくる運動を取り上げ、その内
容を目的別に展開し、多様な動きをつくる運動の意義と体力との関
係について論じながら簡単な実技を行う。具体的な内容としては①
体のバランスをとる運動②体を移動する運動③用具を操作する運
動④力試しの運動⑤組み合わせた運動をとりあげ、運動の系統的
発展を実技を通して理解するとともに、指導目的や指導計画を観
点別評価から検討し指導法を改善する。

古川　善夫（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教員向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51299号

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

北海道教育大学  体育授業の動向と授業づくり

近年の体育授業や冬季スポーツについての特徴や課題などにつ
いて振り返るとともに，検討を加える。また，新学習指導要領の
「ゲーム（球技）：ネット型」を事例として，「ラリーの続くゲーム」や
「空いた場所をめぐる攻防」などについての考えを深めるため，実
際に「易しいゲーム」や「簡易化されたゲーム」（中学校では「連携し
た動きでのゲーム展開」や「作戦に応じたボール操作」）の実技を
通して，「ゲーム（球技）」授業についての実践的な工夫・開発を行
なう。

三浦　裕（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校・中学校保
健体育教員向け

6,000円 48人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51300号

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

北海道教育大学  体育授業の動向と授業づくり

近年の体育授業や冬季スポーツについての特徴や課題などにつ
いて振り返るとともに，検討を加える。また，新学習指導要領の
「ゲーム（球技）：ネット型」を事例として，「ラリーの続くゲーム」や
「空いた場所をめぐる攻防」などについての考えを深めるため，実
際に「易しいゲーム」や「簡易化されたゲーム」（中学校では「連携し
た動きでのゲーム展開」や「作戦に応じたボール操作」）の実技を
通して，「ゲーム（球技）」授業についての実践的な工夫・開発を行
なう。

三浦　裕（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月13日 教諭
小学校・中学校保
健体育教員向け

6,000円 48人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51301号

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

北海道教育大学  体育と生活習慣病予防教育

 　保健体育科では、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の
育成」、「健康の保持増進のための実践力の育成」、および「体力
の向上」の３つの具体的な目標が示されているが、これらは、生徒
が生涯にわたって良好な生活習慣を形成することと密接に関連し
ている。本講習では、「健康な生活と疾病の予防」を中心とした保
健分野と体育分野を融合した授業づくりの意義を論じながら、生徒
の良好な生活習慣の定着をめざす保健体育の教育方法について
討議する。

村田　芳久（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭 中学校教員向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51302号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
エネルギ変換・利用に関する基礎講
座
-メカニズムの再確認-

新指導要領によると，技術分野ではA材料と加工，Bエネルギ変
換，C生物育成，D情報に関する技術の4つの観点から内容の再構
成が図らた。現在選択的に行われてきたエネルギ変換，特に機械
的な部分に関しては教員の積極的な再確認と学習が必要である。
そこで，本講座では基本的な機械のメカニズムを取り上げ，講義を
通じて網羅的な知識を習得し，さらに，歯車などの多くの機構部品
を持つレゴブロックを用いて簡単な仕組みと機構を実際に作ること
で，関連した知識や技能を体験的に修得することを目指す。

渡壁　誠（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭

全教員（特に中学
校技術・家庭科，高
校工業，高校家庭
科の教員）

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51303号

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

北海道教育大学  授業力を高める家庭科教材研究

家族や家庭生活の変化や価値観の転換の中で，家庭科教育も変
化している。新しい時代が求めている家庭科教育について，学習
指導要領や家庭生活の変化から把握すると共に，それに対応した
授業を構成していくために必要な基礎的な力を身につけることをね
らいとする。そのために，本講座では，家族，家庭生活，保育の分
野に視点を置きながら，ライフステージをもとにした授業構成や生
活を総合的にとらえさせる授業構成のあり方等を学習する。

岡田　みゆき（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
 小学校・中学校（家
庭）・高等学校（家
庭）教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51304号

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

北海道教育大学  授業力を高める家庭科教材研究

家族や家庭生活の変化や価値観の転換の中で，家庭科教育も変
化している。新しい時代が求めている家庭科教育について，学習
指導要領や家庭生活の変化から把握すると共に，それに対応した
授業を構成していくために必要な基礎的な力を身につけることをね
らいとする。そのために，本講座では，家族，家庭生活，保育の分
野に視点を置きながら，ライフステージをもとにした授業構成や生
活を総合的にとらえさせる授業構成のあり方等を学習する。

岡田　みゆき（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月13日 教諭
 小学校・中学校（家
庭）・高等学校（家
庭）教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51305号

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

北海道教育大学  魅力ある家庭科教材・授業研究

 家庭科とは，家庭生活に学習課題の源が必ずあり，その課題を解
決していくために必要な基礎的・基本的知識や技能を習得させ，生
活をよりよくしていくための実践的な態度を養うことにその教科の
目標を置く。そこで，本講座では，私たちの身近にあるひと・もの・こ
とを関わらせながら，学校＝家庭＝地域の中で生きて働く力を育
む，魅力ある家庭科の授業づくり，さらにはその授業を支える楽しく
分かりやすい教材づくりについて，新・旧の学習指導要領を対応さ
せながら検討していく。

川邊　淳子（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭
 小学校・中学校（家
庭）・高等学校（家
庭）教諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51306号

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

北海道教育大学
 音楽科授業における「音楽づくり」
「創作」指導の実際

 新指導要領では、表現活動の内容を「歌唱」「器楽」「創作（小学校
にあっては「音楽づくり」）」と具体的に列記することで、従来現場教
員が回避しがちであった創作領域の取り扱いを強く求めています。
しかし、現場教員の多くがこの領域での実践の経験が少なく、実際
の授業を以下に展開すべきかに迷っていることと思います。本講習
では、そのための題材作成の手がかりと実践例を経験的に学んで
いくことを目指し、具体的・体験的に学びます。

菅野　道雄（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭  全教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51307号

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

北海道教育大学  幼児期・初等音楽のための歌唱法

 幼児教育や初等教育音楽で、従来扱われている声楽曲あるいは
近の比較的新しい声楽曲について、その歌唱法や指導法につい

て考えてゆく。具体的には、発声の基本的な身体機能について理
解をし、教員の為の平易且つ有効な発声訓練を実際に行う。さら
に、歌唱教材を実際に歌い、歌唱上のポイントなどについ考察して
ゆくと共に、可能であれば受講生の個人的な発声アドヴァイスを行
なってゆく。

石田　久大（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 教諭
 幼稚園・小学校教
員向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51308号

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

北海道教育大学  合唱指導法

１、息をコントロールするための基本練習(運動)
２、様々な音形による発声練習
３、カノンによる合唱曲で、旋律の動きを感じながら美しいハーモ
ニーを得る感覚を養う
４、合唱指揮法
５、実際に合唱曲（2声または3声）を歌いながらハーモニーや母音
の響きの合わせ方、表現方法を学ぶ

杉江　光（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭  全教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51309号

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

北海道教育大学  造形教育基礎

題材の実践的研究を通して、図画工作科・美術科における教科の
目標・内容の理解及び指導力向上を目指します。特に、小学校図
画工作科・中学校美術科の新しい学習指導要領における改訂の
主旨と変更点を現行学習指導要領との比較を交えながら考察した
上で、教育の現場への導入を目指した実技、演習を通して講習を
進めます。

名達　英詔（教育学部旭川校准教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 教諭  全教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51310号

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

北海道教育大学  美術（デザイン実技）教材体験講座

美術に関する教材として「時計の制作」をとりあげ、その制作体験
を通した美術（デザイン分野）に関する学びを体験する。モダンテク
ニック（スパッタリングなど偶発的な表現技法のこと）を含んで、主
に平面表現に関する指導とその教材特性について概説し、実際に
制作する。受講にあたっては絵具や定規とカッターなど、デザイン
実技に必要な基本的な用具の持参を必要とするので留意するこ
と。

八重樫　良二（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月8日 教諭  美術教員向け 6,000円 20人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51311号

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

北海道教育大学  学校保健における小児の健康

１） 近の子どもたちにみられる小児生活習慣病を含めた健康問
題について臨床医学的に解説し、さらに学校におけるケア・サポー
トについて述べる。２）児童・生徒によくみられる疾患について、各
疾患の概念・定義・疫学・病因・症状・診断・治療・予後といった臨
床医学的基礎知識および学校におけるケア・サポートについて解
説する。３）健康管理・健康教育とは何かやその実践的方法論につ
いて展開する。

笹嶋　由美（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月6日 養護教諭  6,000円 45人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51312号

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

北海道教育大学
 身体をみる
ー養護教諭のためのフィジカルアセ
スメントー

養護教諭は子どもの訴えに対し、身体的、精神的、社会的側面か
ら様々な情報を分析（ヘルスアセスメント）し、養護診断を行い、そ
の結果によって処置・対応を決定している。フィジカルアセスメントと
は、身体を観察し、問診、視診，触診、打診、聴診の技術を用いて
行う事であり、本講座では、身体の状態を的確に系統的に把握す
るための方法について、実技を含めて行う。

芝木　美沙子（教育学部旭川校教授） 北海道旭川市 6時間 平成21年8月7日 養護教諭  6,000円 45人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51313号

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

北海道教育大学  文学的文章の読解と指導法

本講習においては、以下の三つのテーマを設けて講義する。
1.文学的文章（小説、物語、短詩型文学等）の読解力を高める。
2.文学的文章に内在する「伝統」と「近代」の問題を考察し、より高
度な作品分析や教材分析が可能となる能力を育成する。
3.児童生徒という「読者」に視点を置いた指導法を提示する。

片山　晴夫（教育学部旭川校教授） 北海道稚内市 6時間 平成21年8月11日 教諭
 小学校・中学校・高
等学校教員向け

6,000円 95人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51314号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学  社会倫理の基礎を考える

「自立と依存」、「人権（自由と平等）」、「身体の“所有”」という３つ
のテーマのもとに、社会倫理の基礎について考える。自立が枢要
な教育的課題の一つであることはいうまでもないが、それは人間の
社会的な相互依存関係に深く媒介されている。同様に、自由と平
等を諸個人の相互的な応答性や義務において把握することが人権
の根源であると考えられる。併せて、身体の“所有”とその“自由な
処分”といった子ども文化の根の検討を試みる。

吉崎　祥司（教育学部旭川校教授） 北海道稚内市 6時間 平成21年8月11日 教諭  全教諭向 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51315号

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

北海道教育大学  代数の世界

小学校算数、中学校数学科で学習する各領域の内容を概観し、特
に、数と計算、数と式の領域から、いくつかの話題を取り上げ、より
深い専門性に触れながら、その数学的背景を学ぶ。また、「算数的
活動」、「数学的活動」の楽しさに気付き、活用する態度の育成の
ための諸活動について考える。算数、数学の力量を高め、数学の
専門性を身に付け深めることを主目的とする。

奥山　哲郎（教育学部旭川校教授） 北海道稚内市 6時間 平成21年8月11日 教諭
 算数、数学担当教
諭向け

6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51316号

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

北海道教育大学  学校教育にいかす英文学再入門

近代英文学のテクストのなかから、今日なお私たちに新鮮な問題
を提供し、積極的な読み直し作業を必要とするものを選び、それを

新の批評理論（精神分析、ジェンダー、セクシュアリティ、ポストコ
ロニアル等）に照らしながら精密に分析する手法を学び、さまざま
なテクスト分析への応用力を身につけることを目標とする。対象と
するテクストはできるかぎり英語原典によることとするが、必要に応
じて翻訳を併用する。

十枝内　康隆（教育学部旭川校准教授） 北海道稚内市 6時間 平成21年8月12日 教諭  全教諭向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51317号

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

北海道教育大学 書いて知る、手書き文字文化

学校教育現場では、今後も手書き文字が重視されると考える。毛
筆で書く体験を通して、広く手書き文字文化について検討したい。
また、新学習指導要領に対応した書写の授業をどのように構成す
るのが望ましいかについても検討する。いずれも、平易な内容とす
る。

矢野　敏文（教育学部旭川校教授） 北海道稚内市 6時間 平成21年8月12日 教諭 全教諭 6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51318号

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

北海道教育大学  古代和歌文学概説
日本の古代和歌がどのようなものであったか概観する。具体的に
は万葉集と古今和歌集を取り上げ、その中から特徴的な和歌を選
んで解説していく。

伊藤　一男（教育学部旭川校教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月12日 教諭 全教諭向け 6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51319号

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

北海道教育大学 法教育の現代的課題

世界各国では、市民社会のルールを教える教科として「法教育」が
確立している。わが国においても、平成２１年度からの「裁判員制
度」の実施に向けて法教育が注目されつつある。本講義では、アメ
リカの状況などをふまえつつ、日本の法教育のあり方を検討する。

籾岡　宏成（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月12日 教諭 中学校教員向け 6,000円 30人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51320号

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

北海道教育大学 算数・数学のカリキュラム改善

算数・数学科のカリキュラムを、目標、内容、方法、評価の4つの観
点から検討し、算数・数学の指導改善について考察することが本講
座の目的である。具体的には，我が国の明治以降の数学教育史
から算数・数学教育の変遷について検討したり、算数・数学の力に
ついて明らかにしてその達成度の実態を大規模調査の結果から考
察したり、また、これらを踏まえた上で、授業改善の具体的方策に
ついて、評価にも着目しながら考察していく。小中高と学校段階が
異なることから、算数・数学教育の学校段階ごとの特徴や関係など
にも着目するが、概ね小学校第４学年～高等学校第２学年の算
数・数学教育を中心に検討する。

久保　良宏（教育学部旭川校教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校教諭，中学
校教諭(数学)，高等
学校教諭(数学)

6,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51321号

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

北海道教育大学 対話をしながらのアート鑑賞

所属校での実践に生かせる造形作品の鑑賞プログラムを行いま
す。「鑑賞者との対話」を主要な方法として用いた、ワークシート作
り、アートーゲームなど、児童生徒だけでなく指導者も楽しめるもの
です。
1.「対話をしながらのアート鑑賞」演示
2.「対話をしながらのアート鑑賞」グループ演習
3.　鑑賞の”確かな学力”の考え方を検討
4.「アートゲーム」演習
5.　修了認定試験（上記実施ポイントの確認を行います）

南部　正人（教育学部旭川校准教授） 北海道北見市 6時間 平成21年8月12日 教諭 全教諭 6,000円 35人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51322号

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

北海道教育大学
情報メディアの教材活用へむけた基
礎講座①

以下の内容について、主にフリーソフトウェアを活用して、基本的な
取り扱い方を学びます。
実習形式で課題作品を作り、提出していただきます。
(1) 写真などの静止画像や、ビデオや簡単なアニメーションなどの
動画像の撮影・コンピュータへの取り込み・加工や編集
(2) 朗読などの音声の録音・加工、MIDI を用いた簡単な音楽の入
力・演奏

広重　真人（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51323号

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

北海道教育大学
「荒れ」などを克服し、子どもたちが生
き生き学べるようにする講座

教育現場では、「荒れ」や「いじめ」、「不登校」など、困難を抱えて
悩んでいる教師も少なくない。現代の子どもたちと共に、そのような
困難を解決し、子どもたちが生き生き学べるような授業は、どうよう
にすれば可能なのかを考えていきます。小学校の先生方を対象に
した講座ですが、中学校の先生方にも参考にしていただけるものと
思っています。

今泉　　博（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 60人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51324号

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

北海道教育大学
生徒指導・授業改善の特別支援教育
①

2007年度より全面的に展開されるようになった特別支援教育の現
状について解説し、通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉
症のある子ども達の理解を通して、行動面・対人面・学習面に関す
る支援のあり方について、関わりの基本、教材の工夫、指導の配
慮の観点について述べ、保護者や専門機関との連携のあり方につ
いて実践的に解説する。

二宮　信一（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 70人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51325号

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

北海道教育大学 第２言語習得研究に基づく文法指導

　文法を駆使して学習者が英語を使えるようになるためには、擬似
的なコミュニケーションではあってもタスクなどの活動を行ない自動
化を図りながら、宣言的知識としての文法を手続的知識に変えて
いくことが必要です。この講座では、第２言語習得研究の知見に基
づいて理論的な枠組みを提示し、その上で言語学の情報を取り入
れながら、実際の文法指導の方法について考えていきたいと思い
ます。

石田　秀雄（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51326号

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

北海道教育大学 体育の授業

講義プロット
1)体育の文化史
2)体育授業の将来像
3)体育の体系
4)運動文化伝承としての体育授業
5)体育実技の授業「体つくり運動・器械運動・陸上運動」
6)体育実技の授業「水泳・ボール運動・表現運動」
とし、体育の授業をスキルアップする。

吉本　忠弘（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51327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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
楽譜から演奏解釈のための情報を読
み取る手続き①

「表現や鑑賞では、どこに・何に視点を置くか」について、いくつか
の種類分けが可能です。教材を分析し、指導することが音楽科教
育の存立意義に関わると考えられます。この講習ではそうした観点
から、表現の原則的な知識として、ビート、拍子、リズム、及び和声
進行、テクスチュアなどを取り上げ、実際の教材を分析し、実際の
演奏のための実技を取り上げます。

浅井　良之（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51328号

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

北海道教育大学 作物の育成と栽培

本講では、作物の起源と伝播、品種の育成と分化、生育相の転換
等について解説する。その上で現代農業の諸問題のうち、特に食
料の安定供給を実現してきた施肥、農薬など現代農業技術を説明
し、これらが環境に与る影響についても検討する。さらに、将来の
食糧生産についての理解を深めるため、組み替えDNA作物と 有機
栽培を解説する。

田丸　典彦（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51329号

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

北海道教育大学 中国の過去・現在・未来

広大な土地と膨大な人口を抱え、そして長い歴史を持つ中国。これ
からの世界に果たす役割は、良くも悪くも大変に大きいと言えましょ
う。まして日本はその隣国であります。中国をしっかりと理解し、良
好な関係のもと、付き合っていかねばなりません。中国について、
基礎的なところ、特徴的なところを、確かめていきます。

竹内　康浩（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51330号

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

北海道教育大学 環境教育（地域の生態系)
環境教育や地域の自然・生態系についての講義とフィールド演習
を行います。

神田　房行（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51331号

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

北海道教育大学
情報メディアの教材活用へむけた基
礎講座②

以下の内容について、主にフリーソフトウェアを活用して、基本的な
取り扱い方を学びます。
実習形式で課題作品を作り、提出していただきます。
(1) 写真などの静止画像や、ビデオや簡単なアニメーションなどの
動画像の撮影・コンピュータへの取り込み・加工や編集
(2) 朗読などの音声の録音・加工、MIDI を用いた簡単な音楽の入
力・演奏

広重　真人（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51332号

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

北海道教育大学 小学校英語活動の進め方①

①平成20年版『小学校学習指導要領』における外国語（英語）活動
の基本的な考え方及びその在り方を解説する。
②英語音（母音・子音）の正しい発音方法に関する基礎知識を習得
し、実際に正しく発音することができるように練習を行う。
③英語活動の一つの授業全体をビデオにより観察し、望まれる英
語活動の授業について、ディスカッションを通して考察する。

木塚　雅貴（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51333号

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

北海道教育大学
意識調査からとらえたへき地教育の
現状と課題①

講習では、以下の観点からへき地教育をとらえます。

1.　北海道のへき地地域の学校統廃合を歴史的な経過からとらえ
ます。
2.　学校区が広域化することによる課題をとらえます。
3.　いくつかの事例を紹介します。
4.　少子化がすすむことによるへき地・小規模校の指導・運営上の
課題をとらえます。

川前　あゆみ（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教員

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51334号

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

北海道教育大学 図工美術・子どもの絵をどう見るか①

この講習では、子どもの造形表現をどのように理解したらよいのか
ということを中心的なテーマとして扱う。次のようなねらいと内容を
設定している。
１．子どもの造形表現（特に絵）をどのように見て、そこから何を読
み取るべきかを実例を紹介しながら考える。
２．現代の美術表現の多様性を確認し、現代的な文脈の中で表現
することの意味を考える。
３．子どもの造形表現をとらえる視点を考え、学習としての図工・美
術の役割を考える。

佐々木　宰（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51335号

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

北海道教育大学 コミュニケーション力を育てる①

現代社会はIT化が進み、子どもたちが育つ「普通の環境（＝外で、
体を使って、群れて遊ぶ）」が失われ、「コミュニケーションの磁場」
としての身体が育ちにくくなっている。他者に触れることも「闇雲・無
自覚・大雑把」で、不快に触れていることにも気づきにくくなってい
ます。本講座では、各種ワークを通して、身体の水準で生起してい
る自他関係の基本原理を理解し、コミュニケーション力を育てる道
筋を探ります。

進藤　貴美子（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51336号

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

北海道教育大学
小学校理科・算数を中心とする教育
内容検討・教材開発講座①

新学習指導要領の教科書に基づき、小学校の理科・算数を中心と
して、教科横断型の総合的な学習も含めて、いくつかの単元を選定
してその教育内容検討と、教材化の構想を検討する。教育内容検
討においては、科学的概念の構造・体系の知見も参考にしながら
検討し、子どもの学びも配慮しながらの教材化に向けての構想を
検討する。 終的には教育内容検討を踏まえての教材化に向けて
の構想をまとめて報告し相互に検討することをもって修了認定の資
料とする。

倉賀野　志郎（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51337号

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

北海道教育大学
現代の子どもたちの人間関係と生徒
指導の課題①

現代の子どもたちは、「親密」な友人関係の下での息苦しさや、常
に他者の視線にさらされ、評価や選別の対象となる緊張感等、さま
ざまなストレスを抱えている。このようなストレスや仲間関係の下で
の「生きづらさ」が、現代の子どもたちのさまざまな「問題行動」の背
景に存在している。本講習では、特に子どもたちの仲間関係・友人
関係に焦点を当て、その現代的特徴を学ぶとともに、そこから導き
出される生徒指導・生活指導上の課題について学ぶ。

木戸口　正宏（教育学部釧路校講師） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月11日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51338号

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

北海道教育大学 算数の系統性を重視した授業づくり

算数は系統性の強い科目であるといわれ，そのためにスパイラル
方式が適当であるといわれる．そこで，スパイラル方式であること
を生かした授業作りを，アンナ・スファードの概念形成論･ファン･
ヒーレの思考水準論をベースとして考える．さらに，中学校・高校で
の内容との関係を意識した上で，中学校への接続をも考慮した授
業作りについて検討する．算数の全領域わたることは時間的制約
から困難であるため，数と計算領域，図形領域等の領域にしぼっ
て扱う。

杉山　佳彦（教育学部釧路校教授）
関谷　裕里（教育学部釧路校教授）

北海道釧路市 6時間 平成21年8月12日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51339号

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

北海道教育大学 理科教育①
小・中学校の理科分野（物理、化学、生物、地学、教育法など）の
理論と実践を中心に講義を行ないます。

生方　秀紀（教育学部釧路校教授）
平山　雄二（教育学部釧路校准教授）
池田　保夫（教育学部釧路校教授）

北海道釧路市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51340号

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

北海道教育大学 欧米を中心とした異文化理解教育

国境を越えるということは、どういう意味を持つのかを考察する。
そのために異文化と衝突したときに起こる様々なショックがどのよう
にして自らの内に取り込まれていったか、具体的に様々な例を提
示しながらその問題に接近していきたい。

大木　文雄（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 15人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51341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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
これからの家庭科教育と地域食品の
教材化①

 学校教育においては食物学習を通して多くの学びと生きる力を培
うことが可能である。本講では新学習指導要領に基づき、これから
の家庭科教育のあり方を考えるとともに、学習者の興味や関心を
高める授業を構築できるように、地域の特徴的な食品について理
解を深め、教材化を図る。

村上　知子（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51342号

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

北海道教育大学
児童期から青年期への移行をめぐっ
て：意欲の諸問題①

自己の生き方について考えを深め，自己を生かすことは，学習意
欲（動機づけ）の発達と密接な関係があります。自主・自律・主体的
といった個人の意欲や態度と集団の人間関係形成との葛藤，特に
児童期から青年期への移行に伴う「生きづらさ」などの現代的な困
難や課題をどのように読み解き指導したらよいか，不登校等の「適
応」の問題も視野に入れながら，心理学研究の動向を中心に，いく
つかの座標軸を示して考えます。

伊田　勝憲（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月12日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 60人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51343号

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

北海道教育大学
科学好きな子どもたちをつくるための
生活科講座

　『生活科における気付きの質を高め、活動や体験を一層充実する
ための学習活動を重視すること』『科学的な見方・考え方の基礎を
養う観点から、自然の不思議さや面白さを実感する学習活動を取
り入れること』　などの新指導要領生活科の改善の方針をもとに、
学校における生活科を中心とした初等科学教育について受講者と
の意見交流の中から学校の実態を把握し、問題点を浮かび上がら
せる。

境　智洋（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成21年8月12日 教諭 小学校教員 6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51344号

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

北海道教育大学 器械運動
体育における器械運動について、体系的に段階的に指導するため
に必要な情報を実技、指導法等を通して学習します

石田　讓（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月9日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51345号

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

北海道教育大学
コンピューターを使った英語教育教材
開発

インターネット上で利用できる素材やツールを使って英語教材を作
成するための、理論と具体的な技術を教授することが本講座のね
らいである。
教材化するための素材としては、主にショート・ストーリーを取り扱
う。英語テキストを教材化する時、教育的効果を考えながら、いか
にして適切な問題やタスクを作り出すのか、その具体的な技術や
手法について講義とディスカッション形式で講習を進める。

松岡　信哉（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月9日 教諭
中学校、高等学校
教員

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51346号

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

北海道教育大学
小学校理科・算数を中心とする教育
内容検討・教材開発講座②

新学習指導要領の教科書に基づき、小学校の理科・算数を中心と
して、教科横断型の総合的な学習も含めて、いくつかの単元を選定
してその教育内容検討と、教材化の構想を検討する。教育内容検
討においては、科学的概念の構造・体系の知見も参考にしながら
検討し、子どもの学びも配慮しながらの教材化に向けての構想を
検討する。 終的には教育内容検討を踏まえての教材化に向けて
の構想をまとめて報告し相互に検討することをもって修了認定の資
料とする。

倉賀野　志郎（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月9日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51347号

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

北海道教育大学 数学の発展的な取り扱い

数学の問題は，解けてしまえばそれで終わってしまうだけではな
い．むしろそこから新たな疑問･問題が発生し，終わりのない活動
に展開することも少なからずある．このような発展的な扱いについ
て，中学校・高校の数学に共通する題材を選び，教材論の立場か
ら検討する．また，小学校での算数からも題材を選び，扱いを検討
する。

杉山　佳彦（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月9日 教諭
中学校・高等学校
教員

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51348号

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

北海道教育大学 自然災害と防災（減災）を考える

現代社会の抱える諸問題について、地理学の視点から読み解いて
いきます。今年度は“自然災害と防災（減災）を考える”と題して講
義を行います。講義では地形図の読図を中心に各種資料や映像を
用いての解説および会場周辺の市街地を対象としたフィールド調
査とディスカッションを行います。具体的な講義内容は、「自然災害
を読図する」、「防災（減災）を読図する」、「“稲むらの火”と防災教
育」、「防災の視点からのまち歩き」となります。

酒井　多加志（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月9日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51349号

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

北海道教育大学 地域教材開発①

新学習指導要領および教科書、さらに各市町村教育委員会(教育
センターを含む)作成の郷土読本等の副読本に基づき、北海道とり
わけ道東地域の地域素材をテーマに、地域教材の開発に向けた
教育内容(ねらい/目標)の検討と、それにもとづく教材研究および
教材化（授業プランニング)について検討する。教科等の位置づけ
は、取り上げるテーマの目標（ねらい）と内容によって、「総合」ある
いは社会科、理科等に位置づける。なお、教育内容の検討を踏ま
えた教材化に向けた構想の報告と相互検討を行なうことをもって修
了認定の資料とする。

高嶋　幸男（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51350号

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

北海道教育大学 基礎を再確認する理科講座

理科第一分野と第二分野の基礎知識・理解を再確認することを目
標に講習を行う。特に「光」と「天体」について小学校（中学校）で児
童（生徒）に教える内容とそれに関連した現象を取り上げ、必要な
知識と理解を確認する。これを通して理科授業を行う時の単元理
解を一層深めることを目指す。講習で扱った知識・理解を確認する
筆記試験により修了認定を行う。

小原　繁（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月10日 教諭
小学校(中学校、高
等学校、特別支援
学校)教員

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51351号

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

北海道教育大学 授業における算数的活動の実現

本講座では，学習指導要領や算数教育の動向を背景として，授業
における算数的活動の実現について，算数・数学及びこれらを学
習する場合での「方法」の側面について考察し，これらを授業作り
に生かしていくことについて議論することを目的としている。

辻　　宏子（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51352号

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

北海道教育大学
楽譜から演奏解釈のための情報を読
み取る手続き②

「表現や鑑賞では、どこに・何に視点を置くか」について、いくつか
の種類分けが可能です。教材を分析し、指導することが音楽科教
育の存立意義に関わると考えられます。この講習ではそうした観点
から、表現の原則的な知識として、ビート、拍子、リズム、及び和声
進行、テクスチュアなどを取り上げ、実際の教材を分析し、実際の
演奏のための実技を取り上げます。

浅井　良之（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51353号

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

北海道教育大学 理科教育②
小・中学校の理科分野（物理、化学、生物、地学、教育法など）の
理論と実践を中心に講義を行ないます。

生方　秀紀（教育学部釧路校教授）
平山　雄二（教育学部釧路校准教授）
池田　保夫（教育学部釧路校教授）

北海道釧路市 6時間 平成22年1月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51354号

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

北海道教育大学
これからの家庭科教育と地域食品の
教材化②

 学校教育においては食物学習を通して多くの学びと生きる力を培
うことが可能である。本講では新学習指導要領に基づき、これから
の家庭科教育のあり方を考えるとともに、学習者の興味や関心を
高める授業を構築できるように、地域の特徴的な食品について理
解を深め、教材化を図る。

村上　知子（教育学部釧路校教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51355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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学
図工美術・「いろづくり」について--三
原色から

この講習では次のようなねらいと内容を設定している。
１．「なぜ図工・美術を学ぶのか」ということについてよく考えてみ
る。このことは、「なぜ図工・美術を教えるのか」を考えることにつな
がる。
２．「美を求める」とはどういうことか考えてみる。このことは、美しさ
をどう捉えたらよいのかということにつながる。
３．「色づくり」を考える（説明と実技制作）
（１）三原色の混色によってうみだされる色の理論を学ぶ
（２）三原色で絵を描いてみる（実技制作。この課題提出と成績を
もって修了認定を行う）

加藤　直樹（教育学部釧路校准教授） 北海道釧路市 6時間 平成22年1月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年9月28日～
平成21年10月9日

平21-
10002-
51356号

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

北海道教育大学 授業づくりのための数学入門

数学の教科書には、一歩突っ込んで説明を求められるとたいへん
困ることがいたるところにある。たとえば、『無理数は有理数でない
数で、小数で表せば循環しない無限小数となる数である』とある
が、この説明は苦しい。“それでは、その数とは何だ？” と言われ
ると、とたんに困ってしまう。この講習の目的は、そのような苦しい
説明の箇所をもう一度専門的な立場から見直すことにある。

張間　忠人（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51357号

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

北海道教育大学 図工美術・子どもの絵をどう見るか②

この講習では、子どもの造形表現をどのように理解したらよいのか
ということを中心的なテーマとして扱う。次のようなねらいと内容を
設定している。
１．子どもの造形表現（特に絵）をどのように見て、そこから何を読
み取るべきかを実例を紹介しながら考える。
２．現代の美術表現の多様性を確認し、現代的な文脈の中で表現
することの意味を考える。
３．子どもの造形表現をとらえる視点を考え、学習としての図工・美
術の役割を考える。

佐々木　宰（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51358号

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

北海道教育大学
児童期から青年期への移行をめぐっ
て：意欲の諸問題②

自己の生き方について考えを深め，自己を生かすことは，学習意
欲（動機づけ）の発達と密接な関係があります。自主・自律・主体的
といった個人の意欲や態度と集団の人間関係形成との葛藤，特に
児童期から青年期への移行に伴う「生きづらさ」などの現代的な困
難や課題をどのように読み解き指導したらよいか，不登校等の「適
応」の問題も視野に入れながら，心理学研究の動向を中心に，いく
つかの座標軸を示して考えます。

伊田　勝憲（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月11日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 60人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51359号

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

北海道教育大学 算数科の授業づくり

算数・数学の中心は、やはり数である。この講習では、いままで経
験的に慣れ親しんできた数の世界、とくに“整数と分数の世界”に
スポットを当て、様々な例と共にその数学現象について新たに学び
直してみたい。教員個々のより専門的な学習がオリジナルな教材
づくりにつながることを体験してほしい。同時に、算数教育の今日
的課題について把握する。算数授業の苦手な教員を対象に、子ど
もたちの認識過程を踏まえた「わかる授業」、「魅力ある指導」を実
践する授業力・指導力の向上を目指します。

張間　忠人（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月10日 教諭 小学校教員 6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51360号

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

北海道教育大学
倫理的な観点から生命と環境につい
て考える

生命の教育と環境教育の重要性が年々高まっている。さまざま社
会情勢から考えて、こうした趨勢は今後いっそう強まっていくと考え
られる。ところで、生命や環境の問題については、これまで生命倫
理学および環境倫理学の分野で多くの議論が積み重ねられて　き
た。本講座は、そうした議論のなかで提示されてきたさまざまな視
点や論点を概観し、　生命の尊厳の問題や人間と環境とのかかわ
りについて倫理的な観点から考察することを通して、子どもたちの
より深い学びへとつなげていくためのポイントを考えようとするもの
である。

川崎　惣一（教育学部釧路校准教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校(公民)

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51361号

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

北海道教育大学
意識調査からとらえたへき地教育の
現状と課題②

講習では、以下の観点からへき地教育をとらえます。

1.　北海道のへき地地域の学校統廃合を歴史的な経過からとらえ
ます。
2.　学校区が広域化することによる課題をとらえます。
3.　いくつかの事例を紹介します。
4.　少子化がすすむことによるへき地・小規模校の指導・運営上の
課題をとらえます。

川前　あゆみ（教育学部釧路校講師） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月12日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教員

6,000円 60人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51362号

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

北海道教育大学
社会科・地理歴史科・公民科の授業
デザイン

社会科・地理歴史科・公民科の授業を創造するには，どのような力
が必要なのだろうか。本講習では，授業デザインの内実を再確認
し，社会系教科の授業構成を論じたい。カリキュラムの具体は，以
下のとおりである。
①　社会科を貫く発想－なぜ社会科はSocial-Studiesと表現される
のだろうか－
②　授業に内在されている授業構成論－授業の「よさ」をどのよう
に読み取ればよいのだろうか－
③　価値的に開く授業－「よさ」を発揮するためにはどのような授業
をデザインすればよいのだろうか－

村田　文江（教育学部釧路校教授）
藤本　将人（教育学部釧路校講師）

北海道帯広市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 40人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51363号

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

北海道教育大学 器械運動
体育における器械運動について、体系的に段階的に指導するため
に必要な情報を実技、指導法等を通して学習します

石田　讓（教育学部釧路校教授） 北海道帯広市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51364号

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

北海道教育大学 コミュニケーション力を育てる②

現代社会はIT化が進み、子どもたちが育つ「普通の環境（＝外で、
体を使って、群れて遊ぶ）」が失われ、「コミュニケーションの磁場」
としての身体が育ちにくくなっている。他者に触れることも「闇雲・無
自覚・大雑把」で、不快に触れていることにも気づきにくくなってい
ます。本講座では、各種ワークを通して、身体の水準で生起してい
る自他関係の基本原理を理解し、コミュニケーション力を育てる道
筋を探ります。

進藤　貴美子（教育学部釧路校教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51365号

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

北海道教育大学
現代の子どもたちの人間関係と生徒
指導の課題②

現代の子どもたちは、「親密」な友人関係の下での息苦しさや、常
に他者の視線にさらされ、評価や選別の対象となる緊張感等、さま
ざまなストレスを抱えている。このようなストレスや仲間関係の下で
の「生きづらさ」が、現代の子どもたちのさまざまな「問題行動」の背
景に存在している。本講習では、特に子どもたちの仲間関係・友人
関係に焦点を当て、その現代的特徴を学ぶとともに、そこから導き
出される生徒指導・生活指導上の課題について学ぶ。

木戸口　正宏（教育学部釧路校講師） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭

小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51366号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 小学校英語活動の進め方②

①平成20年版『小学校学習指導要領』における外国語（英語）活動
の基本的な考え方及びその在り方を解説する。
②英語音（母音・子音）の正しい発音方法に関する基礎知識を習得
し、実際に正しく発音することができるように練習を行う。
③英語活動の授業を組み立てるための基礎知識と活動事例を紹
介し、実際の授業の組み立て方や展開の仕方の基本を習得する。

木塚　雅貴（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51367号

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

北海道教育大学 数学教師のための数学再入門

今回の学習指導要領の改訂により、中学校数学科に、確率・統計
に関する領域「資料の活用」が新設された。また、「図形」の領域で
は、図形の移動や相似な図形の面積比・体積比などの内容が新た
に加わった。このような現状を踏まえて、本講習では、数学科を構
成している４領域の中から、「資料の活用」と「図形」に関する内容
を扱う。幾何学と統計学の基礎を学ぶことにより、中学校や高等学
校の数学教員として必要な数学の教養を学び直すきっかけとしても
らいたい。

関谷　祐里（教育学部釧路校教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月10日 教諭
中学校・高等学校
教員

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51368号

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

北海道教育大学 地域教材開発②

新学習指導要領および教科書、さらに各市町村教育委員会(教育
センターを含む)作成の郷土読本等の副読本に基づき、北海道とり
わけ道東地域の地域素材をテーマに、地域教材の開発に向けた
教育内容(ねらい/目標)の検討と、それにもとづく教材研究および
教材化（授業プランニング)について検討する。教科等の位置づけ
は、取り上げるテーマの目標（ねらい）と内容によって、「総合」ある
いは社会科、理科等に位置づける。なお、教育内容の検討を踏ま
えた教材化に向けた構想の報告と相互検討を行なうことをもって修
了認定の資料とする。

高嶋　幸男（教育学部釧路校教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51369号

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

北海道教育大学
図工美術・「いろづくり」について--三
原色から

この講習では次のようなねらいと内容を設定している。
１．「なぜ図工・美術を学ぶのか」ということについてよく考えてみ
る。このことは、「なぜ図工・美術を教えるのか」を考えることにつな
がる。
２．「美を求める」とはどういうことか考えてみる。このことは、美しさ
をどう捉えたらよいのかということにつながる。
３．「色づくり」を考える（説明と実技制作）
（１）三原色の混色によってうみだされる色の理論を学ぶ
（２）三原色で絵を描いてみる（実技制作。この課題提出と成績を
もって修了認定を行う）

加藤　直樹（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51370号

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

北海道教育大学
各種実験や自然現象等を題材とした
物理学講座

力学、電磁気学、熱力学等に関係した各種面白実験や自然現象
等を取り上げて、それらの原理について解説する。

中川　雅仁（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月11日 教諭
中学校、高等学校
教員

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51371号

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

北海道教育大学 算数科の授業作り

算数科において、初等幾何学がその大きな役割を担っている。この
講習では、いままで経験的に慣れ親しんできたユークリッド幾何の
世界、特に平面図形と空間図形について、中学校数学を見据えて
再考したい。子どもたちの知識を獲得する課程を踏まえた「分かる
授業」を実践し、意欲的に授業改善に取り組むための指導力の向
上を目指す。同時に、算数教育の今日的課題についても認識し、
把握する。

北山　雅士（教育学部釧路校教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51372号

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

北海道教育大学
生徒指導・授業改善の特別支援教育
②

2007年度より全面的に展開されるようになった特別支援教育の現
状について解説し、通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉
症のある子ども達の理解を通して、行動面・対人面・学習面に関す
る支援のあり方について、関わりの基本、教材の工夫、指導の配
慮の観点について述べ、保護者や専門機関との連携のあり方につ
いて実践的に解説する。

二宮　信一（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 30人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51373号

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

北海道教育大学
空から見た歴史景観　　－リモートセ
ンシングの基礎と社会科への応用－

本講座ではこの人工衛星観測データについて、観測の仕組みや
データの種類などといった基礎的な知識を主に解説する。そのうえ
で、航空写真を含むリモートセンシング・データの判読や活用を具
体的に知るために、遺跡探査など社会科分野での応用事例を紹介
したい。
1)リモートセンシングの基礎
2)歴史分野での応用
3)筆記試験

中村　太一（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51374号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.ac.j
p/

北海道教育大学 文学が好きな人のための国語講座

文学が好きな人のための国語講座と題して、広く学校に勤務する
教員に対し、古典と近代文学を題材にそれぞれの文学表現や文学
そのもののおもしろさを講義し、生徒・児童への指導に役立てるこ
とを目的とします。修了認定は講座全般から広く出題します。

石井　由紀夫（教育学部釧路校教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51375号

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

北海道教育大学 小学校理科教育法

１．９：００～１０：３０　講義　理科教育の原理
２．１０：４０～１２：１０　講義　新小学校学習指導要領（理科）解説
３．１３：００～１５：００　講義・演習　Ａ区分「物質・エネルギー」の教
材化の視点
４．１５：１０～１６：１０　筆記試験

栢野　彰秀（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭 小学校教員 6,000円 10人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51376号

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

北海道教育大学 保健の授業

　本講習では、保健の授業として公衆衛生を中心に講義を展開す
る。
　公衆衛生とは、人々の狭義の健康を守るための技術と知識に関
する学問です。
　狭義の健康とは、各種の健康診断によって正常か否かを客観的
に判別可能な健康を意味しています。
　この講義では、人々の狭義の健康を守るために設けられた社会
制度、法律、医療技術、各種の組織や機関、基準について学びま
す。

北澤　一利（教育学部釧路校准教授） 北海道中標津町 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校、中学校、高
等学校、特別支援
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月 2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51377号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.
ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海道教育大学 音楽講座

本講習では、音楽教科の指導と音楽教科専門の内容を総合的に
盛り込み、具体的かつ実践的な内容を含めた、 新の知識、技能
を提供するものとする。講義は、担当者の専門を踏まえた上で、学
校音楽授業に還元できる内容のものにし、１）日本の伝統音楽、２）
鑑賞の指導①～②、３）合唱の指導、４）合奏の指導、５）創作の指
導を柱とする。

阿部博光（教育学部岩見沢校教授）
市川信一郎（教育学部岩見沢校教授）
内田　輝（教育学部岩見沢校教授）
川端英美歌（教育学部岩見沢校准教授）
佐々木　茂（教育学部岩見沢校教授）
塚田康弘（教育学部岩見沢校教授）
中村隆夫（教育学部岩見沢校教授）
二橋潤一（教育学部岩見沢校准教授）
野田廣志（教育学部岩見沢校教授）
野呂佳生（教育学部岩見沢校教授）
樋口英子（教育学部岩見沢校准教授）
尾藤弥生（教育学部岩見沢校教授）
深井尚子（教育学部岩見沢校准教授）
松永加也子（教育学部岩見沢校准教授）
水田　香（教育学部岩見沢校教授）
南　　聡（教育学部岩見沢校准教授）
閔　　鎮京（教育学部岩見沢校講師）
渡部謙一（教育学部岩見沢校准教授）

北海道岩見沢市 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
小・中・高等学校教
諭向け

18,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51378号

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

北海道教育大学 美術講座

本講習では主に以下について提供する．
１． 美術の持つ根源的な力を整理・確認し，生きる力の醸成につい
て考える契機とする．
２． 美術の各領域における 新の動きについて整理・考察すること
によって，専門教育への新たな視点を獲得する機会とする．
３． 美術と社会の関わりという視点からアート・マネージメントにつ
いて、美学・美術史の現在、美術教育の現代化という方向からの
考察によってこれからの美術教育の可能性について考察する。

青木英昭（教育学部岩見沢校准教授）
阿部吉伸（教育学部岩見沢校准教授）
新井義史（教育学部岩見沢校教授）
小北麻記子（教育学部岩見沢校講師）
倉重哲二（教育学部岩見沢校講師）
坂巻正美（教育学部岩見沢校准教授）
佐々木けいし（教育学部岩見沢校准教授）
中村和雄（教育学部岩見沢校教授）
羽子田龍也（教育学部岩見沢校講師）
福山博光（教育学部岩見沢校准教授）
三橋純予（教育学部岩見沢校准教授）
一條和彦（教育学部岩見沢校准教授）

北海道岩見沢市 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
小・中・高等学校教
諭向け

18,000円 50人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51379号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.ac.j
p/

北海道教育大学 体育講座

　保健体育授業のより良い実践のためには，保健体育に携わる教
師が保健体育に関わる多様な科学的成果に精通している必要が
あるとともに，実践の現場でそれらを合理的に応用できる力量形成
が重要である．
　本講習では，第1日目に保健体育科教育学に関わる内容を中心
に授業設計のあり方（目標論，内容論，方法論）を整理する．第2日
目は，講師がそれぞれの専門分野の立場から，その研究成果を
ベースに体育授業に関わる内容について講義を行う．第3日目は、
指導要領に示されている運動領域ごとの実践的な内容について講
義を行う．

城後　豊（教育学部札幌校教授）
新開谷　央（教育学部岩見沢校教授）
山本理人（教育学部岩見沢校准教授）
速水　修（教育学部岩見沢校教授）
岡嶋　恒（教育学部岩見沢校教授）
佐藤　徹（教育学部岩見沢校教授）
佐川正人（教育学部岩見沢校教授）
越山賢一（教育学部岩見沢校教授）
小林　規（冬季ｽﾎﾟｰﾂ教育研究ｾﾝﾀｰ教授）
神林　勲（教育学部岩見沢校准教授）
杉山喜一（教育学部岩見沢校教授）
涌井佐和子（教育学部岩見沢准教授）
鈴木淳一（教育学部岩見沢校准教授）
前田和司（教育学部岩見沢校准教授）
志手典之（教育学部岩見沢校教授）
能條　歩（教育学部岩見沢校准教授）
森田憲輝（教育学部岩見沢校講師）

北海道岩見沢市 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
小・中・高等学校教
諭向け

18,000円 95人
平成21年6月2日～
平成21年6月12日

平21-
10002-
51380号

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

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

北海道芦別市 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50475号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

北海道芦別市 18時間

平成21年6月9日～6月11
日、
平成21年6月16日～6月18
日
（18：00～21：00）

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
50484号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p

星槎大学 次代に伝える環境教育を学ぶ

本講座では、「地球環境と人間活動について、次代を担う子供たち
に伝えねばならないこと」をテーマに講習内容を設定する。地球環
境の現状理解（アースシステム理解）、地球上の生きものに関して
の理解（生物多様性理解）を通じて、現在地球上でおきている人間
活動による環境問題を取り上げ、持続可能な世界の構築のために
何が必要か考える。どの学校種であっても、子供たちの前に立つ
教員にぜひ受講してほしい。

坂上寛一（共生科学部教授）
森川和子（共生科学部教授）
下野　洋（共生科学部教授）
坪内俊憲（共生科学部准教授）

北海道札幌市 18時間
平成21年8月1日～
平成21年8月3日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50493号

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

星槎大学 次代に伝える環境教育を学ぶ

本講座では、「地球環境と人間活動について、次代を担う子供たち
に伝えねばならないこと」をテーマに講習内容を設定する。地球環
境の現状理解（アースシステム理解）、地球上の生きものに関して
の理解（生物多様性理解）を通じて、現在地球上でおきている人間
活動による環境問題を取り上げ、持続可能な世界の構築のために
何が必要か考える。どの学校種であっても、子供たちの前に立つ
教員にぜひ受講してほしい。

坂上寛一（共生科学部教授）
森川和子（共生科学部教授）
下野　洋（共生科学部教授）
坪内俊憲（共生科学部准教授）

北海道札幌市 18時間

平成21年12月1日～12月3
日、
平成21年12月8日～12月
10日
（18：00～21：00）

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
50500号

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

北海学園大学
持続可能な社会の実現と国際社会の

新事情

持続可能な社会の実現へ向けた開発政策・環境政策の今日的課
題を学ぶとともに、国際社会の中で先進国である欧米諸国や発展
途上諸国では、今どのような動きにあるのかを知ることを目的とし
ます。この講習は１．持続可能な開発と地域環境、２．欧米社会の

新事情、３．発展途上国社会の 新事情の３つのテーマから構
成されており、経済学部の教員がそれぞれ専門的な立場から講習
を展開します。

小田　　 清（経済学部教授）
野崎　久和（経済学部教授）
平野　　 研（経済学部講師）

北海道札幌市 6時間 平成21年 8月 8日 教諭
小・中・高の現職教
諭（臨時・非常勤講
師含む）

6,000円 200人
平成21年 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
51152号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
u.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

北海学園大学 インターネットと教育

近年インターネットの普及は目覚ましく、教育現場においてもイン
ターネットの利活用が進展しています。本講習ではインターネットに
ついて理科を深めるために情報通信技術（ＩＣＴ）の現状と課題につ
いて概観し、インターネットが社会でどのように活用されているかを
e－ビジネスの場合を例に取り上げ、教育界における活用等につい
て展開します。

栃内　香次（経営学部教授）
福永　　 厚（経営学部教授）
天笠　道裕（経営学部准教授）
関　　 哲人（経営学部講師）

北海道札幌市 6時間 平成21年 8月 9日 教諭
小・中・高の現職教
諭（臨時・非常勤講
師含む）

6,000円 200人
平成21年 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
51153号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
u.ac.jp

北海学園大学 学校と法律

学校における事故、教育内容の決定及び子どもの逸脱行動と法律
に関する理解と日本国憲法についての理解を深めることを目的と
します。そのために１．学校事故に関する教師の法的責任、２．教
育内容の決定権の所在について、３．子どもの逸脱行動と法律
（1）、４．子どもの逸脱行動と法律（2）、５．「憲法とは何か」の伝え
方、６．「憲法の番人」の意味の６項目について、法学部の教員が
それぞれ専門的な立場から講習を展開します。

千葉　　 卓(法学部教授）
飯野　海彦（法学部教授）
寺島　壽一（法学部准教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年 8月10日 教諭
小・中・高の現職教
諭（臨時・非常勤講
師含む）

6,000円 200人
平成21年 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
51154号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
u.ac.jp

北海学園大学 地域と文化

この講習では、１．北海道の諸地域における農業と地域文化、２．
格差社会アメリカ、３．先住民族の文化を取り上げ、「地域と文化」
についての理解を深めることを目標とします。そのため、人文学部
の教員がそれぞれ専門的な立場から、各項目についての講習を展
開します。

寺田　　 稔（人文学部教授）
大塚　秀之（人文学部教授）
岩崎まさみ（人文学部教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年 8月 9日 教諭
小・中・高の現職教
諭（臨時・非常勤講
師含む）

6,000円 200人
平成21年 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
51155号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
u.ac.jp

北海学園大学 北海道の自然と環境

北海道の高山や寒冷地の自然環境を地学的な視点から考え、さら
に明治の開拓以来から冬期に問題となる凍上被害について考えま
す。また、水、幸、氷をキーワードとして北海道の自然環境を考えて
みます。そのため、１．北海道の地形と自然環境、２．北海道の水
環境、３．寒冷地の地番災害を知るなどを項目として取り上げ、各
項目について各項目について、工学部の教員がそれぞれ専門的
な立場から講習を展開します。

高橋　伸幸（工学部教授）
小野　　 丘（工学部教授）
余湖　典昭（工学部教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年 8月 8日 教諭
小・中・高の現職教
諭（臨時・非常勤講
師含む）

6,000円 200人
平成21年 5月11日～
平成21年 5月23日

平21-
30016-
51156号

011-841-1161 http://www.hokkai-s-
u.ac.jp

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

宮城県仙台市 18時間

平成21年6月9日～6月11
日、
平成21年6月16日～6月18
日
（18：00～21：00）

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
50485号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p

星槎大学 小学校教科指導講座

本講座では、小学校における各科目の教科指導に関して、新学習
指導要領も踏まえ、それぞれで見落としがちなポイントを学修する
ことによって、日常の教育活動の振り返りをするとともに、更なる教
科指導力の向上を図ることを目的とする。また、あわせて英語教育
活動の基礎的内容も含めて18時間の講習を行う。

伊藤　嘉一（共生科学部教授）
金子　肇（星槎中学・高校校長、2009年共生科学部
教授着任予定）
福島　紘（横浜市こども青少年局 心理・発達相談員、
2009年共生科学部准教授着任予定）
長井　梢（星槎高等学校非常勤講師、2009年共生科
学部教授着任予定）
三浦　和弘（横浜市教育委員会事務局教育センター
研究・研修・指導課授業改善支援員、2009年共生科
学部非常勤講師着任予定）
佐々木　孝（2009年共生科学部非常勤講師着任予
定）

宮城県仙台市 18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭 小学校教諭向け 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50509号

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

東北福祉大学 発達障害の理解と指導

発達障害児へのより良い支援を展開するために、発達障害の理解
を深め、どのような点に留意しながら学習指導や生活指導をすれ
ばよいかについて講義する。また、発達障害児の指導で活用され
ているソーシャルスキル・トレーニングの具体的な方法を紹介す
る。さらに、障害児の保護者対応のポイントについて考察する。受
講生は全校種とする。

大関　信隆（総合福祉学部講師）
菊池　陽子（総合福祉学部准教授）
木村　進（子ども科学部教授）
菅井　邦明（総合福祉学部教授）
鈴田　泰子（総合福祉学部講師）
庭野　賀津子（総合福祉学部准教授）
黄　淵煕（総合福祉学部講師）
三浦　剛（総合福祉学部教授）

宮城県仙台市 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
養護教諭

全教諭 18,000円 150人
平成21年3月16日～
平成21年5月8日

平21-
30042-
51025号

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

東北福祉大学 発達障害の理解と指導

発達障害児へのより良い支援を展開するために、発達障害の理解
を深め、どのような点に留意しながら学習指導や生活指導をすれ
ばよいかについて講義する。また、発達障害児の指導で活用され
ているソーシャルスキル・トレーニングの具体的な方法を紹介す
る。さらに、障害児の保護者対応のポイントについて考察する。受
講生は全校種とする。

大関　信隆（総合福祉学部講師）
菊池　陽子（総合福祉学部准教授）
木村　進（子ども科学部教授）
菅井　邦明（総合福祉学部教授）
鈴田　泰子（総合福祉学部講師）
庭野　賀津子（総合福祉学部准教授）
黄　淵煕（総合福祉学部講師）
三浦　剛（総合福祉学部教授）

宮城県仙台市 18時間
平成21年12月23日～
平成21年12月25日

教諭
養護教諭

全教諭 18,000円 150人
平成21年9月1日～
平成21年10月2日

平21-
30042-
51026号

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

財団法人全国学校
農場協会

農業実験実習講習会
「環境科学基礎」

テーマ「土壌肥料学を中心に環境保全型農業に関する
　　　　新の知見の講義、実習」
1　環境保全型農業における作物特性の活用
2　環境保全型農業における土壌診断
3　環境保全型農業における生物系廃棄物の適正活用
4　環境保全型農業における土壌微生物の活用
5　環境保全型農業における生物保全

齋藤　雅典 (東北大学大学院農学研究科教授)
伊藤　豊彰 (東北大学大学院農学研究科准教授)
田島　亮介 (東北大学大学院農学研究科助教)

宮城県大崎市 18時間
平成21年 7月　27日（月）
　～平成21年　7月　31日
（金）

教諭
全国の農業高等学
校関係職員

5,000円 30人
平成21年5月1日～
平成21年6月5日

平21-
81335-
50590号

03-3463-7721 nojokyokai.or.jp

星槎大学 次代に伝える環境教育を学ぶ

本講座では、「地球環境と人間活動について、次代を担う子供たち
に伝えねばならないこと」をテーマに講習内容を設定する。地球環
境の現状理解（アースシステム理解）、地球上の生きものに関して
の理解（生物多様性理解）を通じて、現在地球上でおきている人間
活動による環境問題を取り上げ、持続可能な世界の構築のために
何が必要か考える。どの学校種であっても、子供たちの前に立つ
教員にぜひ受講してほしい。

坂上寛一（共生科学部教授）
森川和子（共生科学部教授）
下野　洋（共生科学部教授）
坪内俊憲（共生科学部准教授）

福島県郡山市 18時間

平成21年12月1日～12月3
日、
平成21年12月8日～12月
10日
（18：00～21：00）

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
50501号

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

星槎大学 現代社会と国際関係講座

本講座では、現代社会が抱える様々な問題について、人と人、国と
国との関わりあいを通じて、これからの社会の形成者として求めら
れる共生の方法について学ぶ。メディアを通した画一的で表層的な
問題にのみに捉われることなく、それがなぜ生起して、何が課題
で、何を解決すべきかを考察することで、教育現場でこどもたちに
対して、日々報道される事象を通じ何を伝えるべきかを18時間の
中で具体例を通して学ぶ。

碓氷　尊（共生科学部教授）
小中陽太郎（共生科学部教授）
新治　毅（共生科学部教授）

福島県郡山市 18時間
平成21年12月25日～
平成21年12月27日

教諭 中学校・高等学校社 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年10月31日

平21-
30006-
50515号

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

福島大学
幼児の「学び」をとらえる：
保育における発達評価と保育の計画
的実践

幼児期の学び」や保育の自己評価・子ども評価についての 新の
研究成果を踏まえ、幼児期に育てるべき「学び」の瞬間をとらえる
方法を身につけることを目的とする。そのために、近年注目されて
いるニュージーランドの「学びの物語」を参考にして、子どもの生き
生きとした学びのプロセスをとらえるための、誰でもやれる観察と記
録の進め方を説明する。

大宮　勇雄（人間発達文化学類教授）
白石　昌子（人間発達文化学類教授）
原野　明子（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 18時間
平成2１年6月13日，7月18
日，8月6日，11月7日

教諭
幼稚園教諭中心、
保育士も可

18,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51096号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

福島大学
特別支援教育の推進と充実をめざし
てＡ

これまでの特殊教育から軽度発達障害児を取り込んだ特別支援教
育への転換についてその意義と課題について学ぶ。

松崎　博文（福島大学附属小学校長） 福島県福島市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小学校教諭・特別
支援学校教諭向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51097号

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

福島大学
特別支援教育の推進と充実をめざし
てＢ

衝動的、攻撃的行動を減らすため、ペアトレ・SST・トークンシステム
を中心に行動マネジメントについて学ぶ。

昼田　源四郎（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51098号

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

福島大学
特別支援教育の推進と充実をめざし
てＣ

応用行動分析の基礎を学び，子ども達が示す気になる行動とその
対応について学ぶ。 鶴巻　正子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月7日 教諭

特別支援学校教諭
向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51099号

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

福島大学 国語セミナー（小学校教諭向け）

新学習指導要領における国語科学力の考え方、とくに近年の読解
力低下の論議なども踏まえ、「国語力を育てる授業づくりの課題」を
テーマに、教材研究と授業研究、単元高層とカリキュラム研究のあ
り方などを中心に、小学校国語科指導に関わる諸問題について、
教育現場の実践事例をもとに考察を深める。

高野　保夫（人間発達文化学類教授）
渡辺　博志（教育研究センター准教授）

福島県福島市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教員 6,000円 200人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51100号

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

福島大学 国語セミナー　国語教育

文学教材、説明文など、具体的な国語教材を取り上げ、「構造読
み」「主題読み」「論理読み」などの読解指導の方法を中心に、国語
科授業づくりについての考察を深め、現場の授業実践の方法的自
覚を高める。

中村　哲也（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学・高校の国語
教員向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51101号

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

福島大学 国語セミナー　日本語学

主に日本語学、方言学について講義する。
日本語方言研究の近年の研究成果について，東北・福島方言の
事例を中心に紹介する。国語教育における方言の扱いについても
言及する。

半沢　康（教育学部准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年6月27日 教諭
中学・高校の国語
教員向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51102号

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

福島大学 国語セミナー　近・現代文学
主に近・現代文学について講義する。

澤　正宏（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年7月11日 教諭
中学・高校の国語
教員向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51103号

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

福島大学 英語研究セミナーＡ

英語教師として身につけておくべき英語学分野の知見について、
特に「伝統文法」と「ことばの仕組み」に焦点をあわせて講述する。
「伝統文法」では、個別言語としての英語の特徴をふまえ、伝統文
法の記述文法としての有効性や教室文法としての運用性について
理解を深めることを目指す。「ことばの仕組み」では、言語の普遍的
特徴をふまえ、日本語との対照を行うなどしながら、英語らしさにつ
いての理解を深めることを目指す。

衛藤　安治（人間発達文化学類教授）
朝賀　俊彦（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 平成21年7月31日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51104号

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

福島大学 英語研究セミナーＢ

英米文学では、「英語の読み聞かせと朗読 ―絵本から文学ま
で」、「カルチュラル・スタディーズの視点からのファンタジー文学研
究」について講義を行う。「英語の読み聴かせと朗読: 絵本から文
学まで」では、実用的な英語力も高め つつ、絵本・詩・小説を英語
で味わう方法と、推薦図書について講義する。「カルチュラル・スタ
ディーズの視点からのファンタジー文学研究」では、人種、ジェン
ダー、階級などに注目しながら、『ハリー・ポッター』などの欧米の有
名なファンタジー作品に隠された意味を読み解く。

川田　潤（人間発達文化学類准教授）
飯嶋　良太（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 平成21年8月1日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51105号

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

福島大学 英語研究セミナーＣ

英語教育学では「授業における活動を考える」、「英語理解におけ
る記憶の役割と評価」について講義を行う。「授業における活動を
考える」では、コミュニケーション、意味／形式、技能などの視点か
ら、活動のあり方についての理解を深めることを目指す。「英語理
解における記憶の役割と評価」では、言語を理解する際にかかわ
る記憶の種類とその重要性及びテストにおける評価のあり方につ
いて理解を深めることを目指す。

滝沢　雄一（人間発達文化学類准教授）
佐久間　康之（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 平成21年8月2日 教諭
中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51106号

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

福島大学
中学校社会科教材開発－歴史的分
野－

　この講座では、中学校社会科を構成する内容のうちから主に歴
史的分野について、専門分野における研究を踏まえながら、それら
を現場の授業においてどのように教材化していったらよいかを検討
していきます。今年度、歴史的分野については研究者が教科専門
の立場から講義を行い、それらの知見をどう実践に結びつけていっ
たらいいのか社会科教育学の専門家がその方途を探っていきま
す。

吉村　仁作（人間発達文化学類教授）
髙橋　康彦（総合教育研究センター特任教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月20日 教諭

中学校社会科教員
（高校地歴・公民科
教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51107号

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

福島大学
中学校社会科教材開発－地理的分
野－

　この講座では、中学校社会科を構成する内容のうちから主に地
理的分野について、専門分野における研究を踏まえながら、それら
を現場の授業においてどのように教材化していったらよいかを検討
していきます。今年度、地理的分野については、研究者が教科専
門の立場から講義を行い、それらの知見をどう実践に結びつけて
いったらいいのか社会科教育学の専門家がその方途を探っていき
ます。

初澤　敏生（人間発達文化学類教授）
髙橋　康彦（総合教育研究センター特任教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月21日 教諭

中学校社会科教員
（高校地歴・公民科
教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51108号

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

福島大学
中学校社会科教材開発－公民的分
野－

　この講座では、中学校社会科を構成する内容のうちから主に公
民的分野について、専門分野における研究を踏まえながら、それら
を現場の授業においてどのように教材化していったらよいかを検討
していきます。今年度、公民分野については、研究者が教科専門
の立場から講義を行い、それらの知見をどう実践に結びつけていっ
たらいいのか社会科教育学の専門家がその方途を探っていきま
す。

小島　彰（人間発達文化学類教授）
西内　裕一（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月22日 教諭

中学校社会科教員
（高校地歴・公民科
教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51109号

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

福島大学
高等学校公民科教材開発(「現代社
会」)

　この講座では、高等学校公民科の現代社会について、社会学に
おける研究を踏まえながら、それを現場の授業においてどのように
教材化していったらよいかを検討していきます。

牧田　実（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月5日 教諭
高校公民科教員
（中学校社会科・高
校地歴科教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51110号

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

福島大学
高等学校公民科教材開発(「政治・経
済」)

　この講座では、高等学校公民科の政治・経済について、政治学に
おける研究を踏まえながら、それを現場の授業においてどのように
教材化していったらよいかを検討していきます。

伊藤　宏之（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月6日 教諭
高校公民科教員
（中学校社会科・高
校地歴科教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51111号

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

福島大学 高等学校公民科教材開発(「倫理」)
　この講座では、高等学校公民科の倫理について、倫理学におけ
る研究を踏まえながら、それを現場の授業においてどのように教材
化していったらよいかを検討していきます。

小野原　雅夫（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月12日 教諭
高校公民科教員
（中学校社会科・高
校地歴科教員も可）

6,000円 150人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51112号

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

福島大学 小学校図形教材を見直す

 二等辺三角形の作図法をいくつ指摘できますか。そこで指摘した
作図法は二等辺三角形の性質をどのように活かしたものですか。
ところで、二等辺三角形を授業を進めるとき、どんな課題を設定し
ていますか。また、発展的な課題としてどんなことが考えておられま
すか。
  このように、小学校で扱う、いくつかの図形教材について、手作業
や意見交換もしながら、再検討してみましょう。コンパス、ハサミ、
紙、分度器、定規を用意して下さい。

森川　幾太郎（人間発達文化学類特任教授） 福島県福島市 6時間 平成21年10月17日 教諭 小学校教員 6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51113号

024-548-8053
http://www.fukushima-
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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

福島大学
いま求められる、数学科(算数指導)
教員の素養、教養

近の数学教育上の課題や児童・生徒の興味・関心等に配慮した
指導の在り方について、講義を中心に解説することを通して、現在
どのような教員が求められているかを考える。特に、小学校での指
導のありよう、中学校・高等学校での学習の要求とのずれをどう調
整していくかを問題意識の中心に据えつつ、多岐にわたる領域の
話題にふれる。素材を小学校に求めながらも、中学校、高等学校
での展開の方向性を示したり、逆に、高等学校や中学校に起源を
もつ問題をいかに小学校の学習と結び付けていくかなどについて
考え方を示していく。

栗原　秀幸（人間発達文化学類教授） 福島県白河市 6時間 平成21年10月24日 教諭
小学校教員、中学
校・高等学校数学
科教員

6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51114号

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

福島大学 算数・数学教育　もう一歩先へ

算数・数学教育が抱える今日的課題をとらえ，これからの算数・数
学教育のあり方について考える。
新しい学習指導要領が発表され，これからの算数・数学教育の方
針と内容が示された。日々の算数・数学の授業において，算数・数
学的活動の充実を図 り，子どもたちの思考力や判断力，表現力を
より一層育むことが期待されている。算数・数学的活動の充実に向
けて日々の算数の授業をみる視点や文脈を広げたり深めたりする
ことを通して，子ども観，授業観，算数・数学観を新たに振り返る。

森本　明（人間発達文化学類准教授）
古藤　怜（上越教育大学名誉教授）
手島　勝朗（聖徳大学教授）

福島県福島市 6時間 平成21年8月20日 教諭 小中高等学校教員 6,000円 200人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51115号

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

福島大学 算数・数学教育　もう一歩先へ

算数・数学教育が抱える今日的課題をとらえ，これからの算数・数
学教育のあり方について考える。
新しい学習指導要領が発表され，これからの算数・数学教育の方
針と内容が示された。日々の算数・数学の授業において，算数・数
学的活動の充実を図 り，子どもたちの思考力や判断力，表現力を
より一層育むことが期待されている。算数・数学的活動の充実に向
けて日々の算数の授業をみる視点や文脈を広げたり深めたりする
ことを通して，子ども観，授業観，算数・数学観を新たに振り返る。

森本　明（人間発達文化学類准教授）
古藤　怜（上越教育大学名誉教授）
手島　勝朗（聖徳大学教授）

福島県福島市 6時間 平成21年12月12日 教諭 小中高等学校教員 6,000円 200人
平成21年2月6日～
4月24日

平21-
10014-
51116号

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

福島大学 グラフ理論からの話題から

初に、オイラーの有名なケーニヒベルグの橋の問題が発端と
なった一筆書きについての定理を紹介します。それを使って簡単な
問題を解いてみます。次に地図の塗り分けに関しての話題を提供
します。平面の地図の塗り分けの四色定理、五色定理を紹介しま
す。トーラス(ドーナツの表面)上の地図の塗り分けに関する七色定
理、さらに、一般の曲面上での地図の塗り分け可能定理を紹介し
ます。他に、グラフ理論の興味深い例を学びます。

松井　明徳（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年6月21日 教諭
中学校･高等学校
数学教員

6,000円 60人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51117号

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

福島大学
Gaussの超幾何微分方程式と力学系
の可積分性

Gaussの超幾何微分方程式及び力学系に関して考察します。 初
に、Gaussの超幾何微分方程式の局所解を作ります。これらの解を
接続し、RiemannのP-関数を定義します。又、二体問題の積分を求
め、その問題の特徴を明らかにします。P-関数の各特異点での指
数をもとに、ある種の力学系の可積分性を判定します。

石井　博行（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高校の教
諭

6,000円 60人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51118号

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

福島大学 電子回路設計の基礎

電子回路を設計するための基礎として、抵抗、インダクタンス、キャ
パシタンスの受動素子で構成された電気回路網の過渡現象と、そ
の解析手法、及びダイオード、トランジスタ、オペアンプなどの能動
素子を加えた電子回路の動作とその特性について紹介する。過渡
現象の解析手法としては、主にラプラス変換法について講述する。
さらに、電子回路の動作及び特性を理解するため及び電子回路の
設計のためツールとして汎用電子回路シミュレーション・プログラ
ム”SPICE”を紹介し、過渡解析などの手法について習得させる。

岡沼　信一（共生システム理工学類教授）
石原　正（共生システム理工学類教授）
田中　明（共生システム理工学類　准教授）
柴原　哲太郎（共生システム理工学類教授）

福島県福島市 6時間 平成21年8月5日 教諭

中学の技術・理科
教員及び、高校（工
業）の電子・情報教
員向け

6,000円 30人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51119号

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

福島大学 化学の基礎

化学の基礎の講義として以下の３項目について，従来の解説をふ
まえた演示実験等を通して，分子論的に新しい観点から説明を行
う。　（１）分子集団の振る舞い  － 物質の三状態 －，（２）水溶液
の性質と溶液構造，（３）物質の水への溶解現象

長谷部　亨（共生システム理工学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
理科教員向け

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51120号

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

福島大学 衛星画像による天気解析

地球環境理解のために様々な分野で衛星画像が用いられている。
これら衛星画像は2次元データとして広域の情報を瞬時に理解する
ことができる。ここでは衛星画像を利用した地球環境解析の現状と
MTSAT（ひまわり）の赤外画像と可視画像データを用いて天気・雲
解析を行い，衛星画像の利用の仕方，解析の方法について具体的
にPCを用いて実習することによってリモートセンシングの現状とリ
モートセンシングによる天気理解の方法を実習する。

渡邊　明（共生システム理工学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小・中・高理科担当
教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51121号

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

福島大学 尾瀬の湿原生態系とニホンジカ

中学校理科第２分野「人間と自然」，高等学校生物Ⅱ「生物の集団
と環境」において，地球上に生息・生育する動植物と環境の関わり
について学ぶことになっている。福島県は平成19年８月に日光国
立公園から分離・独立した尾瀬国立公園を有するが，近年この尾
瀬にニホンジカが侵入し，湿原生態系を撹乱していることが大きな
問題となっている。この尾瀬の現状を紹介すると同時に，尾瀬の環
境（湿原生態系）を保全するため，何が求められているかを考える
ことにする。

木村　吉幸（福島大学人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成 21年 8月 8日 教諭
中学校の理科教員
および高等学校の
理科（生物）教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51122号

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

福島大学 小学校音楽科教育

　本講習においては、小学校音楽科教育の歴史的変遷と現状、新
指導要領＜音楽編＞の特質、音楽科のカリキュラム論、ポピュラー
音楽の教材化、学際的・総合的な音楽文化の指導法について、講
義、実践体験を通して学ぶことで、これからの音楽科教育の可能
性、課題について考究することを主眼としている。

杉田　政夫（人間発達文化学類　准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年11月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51123号

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

福島大学
音楽科における器楽の理解と指導法
「ピアノの作品解釈と伴奏法」

本講座においては、近年の多様化する教科指導内容や教員の専
門的知識・技能習得への要請に対応し、器楽領域における理解と
指導法の検討・講義・演習をおこなう。ピアノを中心とした器楽の理
解と伴奏法、指導法の研究。

中畑　淳（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年7月20日 教諭
主として中学校・高
等学校教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51124号

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

福島大学
音楽科における器楽の理解と指導法
「編曲法」

本講座においては、近年の多様化する教科指導内容や教員の専
門的知識・技能習得への要請に対応し、器楽領域における理解と
指導法の検討・講義・演習をおこなう。様々な編成の合奏への編曲
法。

嶋津　武仁（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年7月31日 教諭
主として中学校・高
等学校教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51125号

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

福島大学
音楽科における器楽の理解と指導法
「弦楽器の奏法と指導」

本講座においては、近年の多様化する教科指導内容や教員の専
門的知識・技能習得への要請に対応し、器楽領域における理解と
指導法の検討・講義・演習をおこなう。弦楽器を中心とした器楽の
理解と指導法の検討。

金谷　昌治（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年 8月1日 教諭
主として中学校・高
等学校教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51126号

024-548-8053
http://www.fukushima-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

福島大学
小学校における造形教育の意義と実
践の展開

小学校図画工作教育における課題を明らかにするとともに、国内
外の実践をもとにして子どもたちの表現活動を励ますための見通し
を形成する。さらに、小学校における彫刻的表現に関わる基礎的
な知識技能の概要を，実践に結びつけられるように簡潔にまとめ
たものを講義する。併せて学習指導要領の解釈並びに学校種別の
連携を視野に入れた実践例の紹介も行う。

新井　浩（人間発達文化学類　教授）
三浦　浩喜（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 平成21年6月28日 教諭 小学校教員向け 6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51127号

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

福島大学
小学校における造形教育の意義と実
践の展開

小学校図画工作教育における課題を明らかにするとともに、国内
外の実践をもとにして子どもたちの表現活動を励ますための見通し
を形成する。さらに、小学校における彫刻的表現に関わる基礎的
な知識技能の概要を，実践に結びつけられるように簡潔にまとめ
たものを講義する。併せて学習指導要領の解釈並びに学校種別の
連携を視野に入れた実践例の紹介も行う。

新井　浩（人間発達文化学類　教授）
三浦　浩喜（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 平成 21年7月5日 教諭 小学校教員向け 6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51128号

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

福島大学
造形的な表現活動を通した指導と評
価のあり方
－美術科教育学－

　今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認しな
がら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。具体的な講習内容は
以下の通り。１．美術教育における指導と評価の視点　２．鑑賞活
動の指導と評価　３．学校教育での美術科の役割

三浦　浩喜（人間発達文化学類教授）
天形　健（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 平成21年6月13日 教諭
中学校・高等学校
美術科教諭向け

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51129号

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

福島大学

造形的な表現活動を通した指導と評
価のあり方
－デザインや工芸及び美術科教育法
－

　今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認しな
がら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。具体的な講習内容は
以下の通り。１．美術教育における指導と評価の視点　２．デザイ
ンや工芸に表す指導と評価　３．学校行事等での美術科の役割

片野　一（人間発達文化学類教授）
天形　健（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学校・高等学校
美術科教諭向け

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51130号

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

福島大学
造形的な表現活動を通した指導と評
価のあり方
－絵や彫刻及び美術科教育法－

　今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認しな
がら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。具体的な講習内容は
以下の通り。１．美術教育における指導と評価の視点　２．絵や彫
刻に表す指導と評価　３．学校行事等での美術科の役割

渡邉　晃一（人間発達文化学類准教授）
天形　健（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 6時間 平成21年6月21日 教諭
中学校・高等学校
美術科教諭向け

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51131号

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

福島大学 小学校家庭科セミナー

本講習内容は、小学校家庭科について、教科の特徴、指導計画作
り及び教科内容の科学や技術等を学び、学習指導力を高めること
を目的として実施する。
本年度は、家庭科教育学、食物学、被服学を専門とする教員が、
新学習指導要領の内容もふまえて講義、演習、実習等を行う。

浜島　京子（人間発達文化学類教授）
千葉　桂子（人間発達文化学類准教授）
中村　恵子（人間発達文化学類准教授）

福島県福島市 6時間 平成21年9月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 70人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51132号

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

福島大学
中学校・高校家庭科セミナー・生活経
営

この講習は、生活経営学の教科専門に関する知識を深めることを
目的として、生涯発達の観点からみた生活の自立、それを実現す
る一方策としての世代間交流などについて、講義を中心にビデオ
視聴や演習を取り入れて行います。なお、22年度は本分野の講習
は予定していません。

角間　陽子（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月18日 教諭
中学校技家「家庭
分野」教員／高校
家庭科教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51133号

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

福島大学 中学校・高校家庭科セミナー・住居

この講習は、住居学の教科専門に関する知識を深めることを目的
として、住居の機能や、室内環境の整え方と快適な住まい方、高齢
化への対応などについて、講義を中心とし、実習やビデオを利用し
て説明します。なお、22年度は本分野の講習は予定していません。

阿部　成治（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月19日 教諭
中学校技家「家庭
分野」教員／高校
家庭科教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51134号

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

福島大学 中学校・高校家庭科セミナー・食物

この講習は、食物分野における「食品学及び栄養学」の教科専門
に関する知識を深めることを目的として、食品の機能性や表示に
関することなどについて、講義を中心として説明します。なお、22年
度の本分野の講習は、「調理学」を予定しています。

千葉　養伍（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月20日 教諭
中学校技家「家庭
分野」教員／高校
家庭科教員

6,000円 50人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51135号

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

福島大学
保健体育科の 新教科教育理論と
教育内容

　これまでの小学校学習指導要領体育編を中心に、体育授業の変
遷とこれからの体育授業のあり方を体育科教育の立場から検討す
る。

菅家　礼子（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教員 6,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51136号

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

福島大学
保健体育科の 新教科教育理論と
教育内容

　これまでの学習指導要領体育編、保健体育編を中心に、体育授
業の変遷とこれからの体育授業のあり方を保健体育科教育の立場
から検討する。また、体育史的見地から体育科の教材研究の背景
理論を探り、具体的にダンス領域において教材の取り扱いを探求
する。 後に、これらを総合し、各自で学習指導案の作成を試み
る。

中村　民雄（人間発達文化学類教授）
鈴木　裕美子（人間発達文化学類教授）
菅家　礼子（人間発達文化学類教授）

福島県福島市 18時間
平成21年8月3日～
平成21年8月5日

教諭
中学校･高等学校
保険体育科教員

18,000円 100人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51137号

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

福島大学 道徳授業の理論と実践

現代道徳授業の理論と実践を４つの実践形態から明らかにする。
第一は、日本の道徳授業の主流である「価値の内面化」（心情形
成）である。第二は、「価値の明確化」（判断力形成）、第三は、「価
値の行為化」（実践力形成）、第四は「価値の統合・再統合」（心情・
判断力・実践力の統合）の実践形態である。「道徳の時間」を要と
する日本の道徳教育実践の総体を理論的に捉えつつ、その実践
の方向性を探究する。

松下　行則（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭
小学校教諭、中学
校教諭

6,000円 200人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51138号

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

福島大学 道徳授業の理論と実践

現代道徳授業の理論と実践を４つの実践形態から明らかにする。
第一は、日本の道徳授業の主流である「価値の内面化」（心情形
成）である。第二は、「価値の明確化」（判断力形成）、第三は、「価
値の行為化」（実践力形成）、第四は「価値の統合・再統合」（心情・
判断力・実践力の統合）の実践形態である。「道徳の時間」を要と
する日本の道徳教育実践の総体を理論的に捉えつつ、その実践
の方向性を探究する。

松下　行則（人間発達文化学類教授） 福島県福島市 6時間 平成21年8月20日
教諭

養護教諭
小学校教諭、中学
校教諭

6,000円 200人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51139号

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

福島大学
授業改革をどう進めるか
―授業における学びの成立を考える
―

　近年の小学校における授業改革の取り組みを素材として、これか
らの授業づくりにおいて子どもの学びを成立させるために知ってお
きたい見方や考え方、技術を紹介・解説します。さらに、これまで授
業改善に取り組んできた教師たちの事例を手がかりとして、子ども
の学びをみる視点や指導の背景となる考え方について、授業ビデ
オをもとに具体的に考えます。　なお、受講者の授業づくりにおける
実践的課題と関連づけて授業（ビデオ）検討会を進めるため、受講
者が感じている授業の課題を２・３分で口頭説明できるご準備の
上、ご参加ください。

吉永　紀子（人間発達文化学類准教授） 福島県福島市 6時間 平成　21年8月19日 教諭 小学校教諭 6,000円 80人
平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51140号

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

福島大学 臨床心理学

「学校カウンセリングの理論と実際」 学校カウンセリングの基本的
な理論を紹介し、事例に基づきカウンセリングの実際を論じる。「非
行などの問題行動と保護者に対する対応・支援」　非行を中心にと
りあげ、問題行動の心理的理解と対応、保護者への対応支援につ
いて事例をとりあげ論じる。「教育臨床の実践」　学校で出会う問題
行動への対応、子どもの心理的成長を助ける取り組み、教育相談
組織の改善について実例を挙げ論じる。

中野　明德（総合教育研究センター教授）
生島　浩（人間発達文化学類教授）
青木　真理（総合教育研究センター教授）

福島県福島市 6時間 平成21年7月4日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 200人

平成21年2月6日～4月24
日

平21-
10014-
51141号

024-548-8053
http://www.fukushima-
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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

福島学院大学短期
大学部

福島学院大学教員免許状更新講習
〔選択領域〕

幼稚園教諭の養成校として幼児教育に特化した分かりやすい講習
を開設する。
幼児に対する教科指導等必要な課題について｢子どもの心の理解
に向けて｣｢もと広げよう絵本の世界｣等の講義系6科目9時間のほ
か、｢幼児音楽と障害児への音楽療法｣｢ボール遊びで運動能力
アップ｣｢コンピュータで絵を描く｣等6科目18時間から3科目9時間を
選択する講習で構成し、そのほとんどを認定課程担当の教授、准
教授、講師が担当する。

田上貞一郎(保育科第一部教授)
玉井　寛(保育科第一部教授)
佐藤敦子(保育科第一部教授)
石田敏和(保育科第一部准教授)
酒井　創(保育科第一部准教授)
杉浦広幸(保育科第一部准教授)
藤村透子(保育科第一部講師)
玄永牧子(保育科第二部講師)
酒井昌之(保育科第二部講師)
鈴木礼子(食物栄養科准教授)
板垣健太郎(福島学院大学福祉学部教授)
佐藤菊子(福島学院大学福祉学部講師)

福島県福島市 19時間
平成21年8月3日～
平成21年8月5日

教諭 幼稚園教諭 18,000円 50人
平成21年5月1日～
平成21年6月30日

平21-
35043-
51095号

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

茨城女子短期大学 幼児教育の充実に関する課題

幼児の音楽活動の向上のために「音楽の今」を理解し、幼児体育
は今の子どもの生活環境とからだ感覚を高める運動遊びを学ぶ。
また造形遊びのための製作、材料の研究、指導法について学ぶ。
子どもと絵本とをつなぎ、豊かな感性を育む実践方法についての
知識を深めたり、科学遊びに着目し科学的な考え方、安全性など
に配慮した課題を取り上げる。

松永晴紀（保育科教授）、佐藤豊（保育科教授）、坂
本勝江（保育科准教授）、神永直美（保育科准教
授）、内桶真二（国文科准教授）、糸賀恵美（保育科
講師）、角田雅昭（保育科講師）、一前春子（保育科
講師）、海野富江（保育科講師）、内山源（保育科教
授）、中山愛理（国文科講師）、吉澤勳（保育科講師）

茨城県那珂市 18時間
平成21年8月22日〜
平成21年8月24日

教諭 幼稚園教諭 35,000円 40人
平成21年5月7日〜
平成21年6月5日

平21-
35044-
50060号

029-298-0596
http://www.taisei.ac.
jp

水戸短期大学 対人関係能力の育成

対人関係能力の育成が学校教育における 重要課題であること
は論を俟たず，教員の豊富な経験のみがそれを可能とする。講習
の役割は夙に 新の知識の提供に限定される。講習では，対人関
係能力の育成について，特にその教科学習との相関分析に論点を
絞り，学校法人田中学園各校における実践記録等を考察対象と
し， 新の教育学及び臨床心理学の研究に基づいてこれを分析
し，以て学校教育における対人関係能力育成の意義と方法につい
て認識を深めることを目的とする。

後藤泰之（経済情報学科准教授） 茨城県水戸市 6時間 平成　21年　 8月　27日
教諭

養護教諭

国公私立小学校・
中学校・高等学校
教員

6,000円 50人
平成　21年　 5月　20日～
平成　21年　 6月　30日

平21-
35047-
50468号

029-241-1411 http://www.mitojc.jp/

足利短期大学
保育エピソードをもとに子ども・保育
について考える

「今日こんなことがあった」「Ａちゃんがこんなことをしてね」保育者
は保育の場面で生起したことどもを実に生き生きと語る。何げなく
語られる保育のエピソードには保育を考える上で重要な気づきが
多数潜んでいる。本講では保育エピソードを事例として取り上げ、
そこから掬い取れる子どもの世界や保育のありようについて思索
する。併せて、園全体の保育の質を高めるために園内研修におい
て保育エピソードを活用する方法を検討する。

木村　壽子（教授） 栃木県足利市 6時間 平成21年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
35048-
50603号

0284-21-8242
http://www.ashikaga.a
c.jp/topics/e-
menkyo.html

足利短期大学 共同性を育てる運動あそび

幼児期における運動遊びが、楽しくもあり発展性のあるものとして
行われているだろうか。技術の習得に重点が置かれてしまい、本
来持っている遊具の楽しい使い方が、子ども達に伝わっているのだ
ろうか。運動遊具の楽しい使い方と補助の仕方、技術指導につい
て教員と子ども達に無理なくできる方法を学ぶ。

丸山　政敏（教授） 栃木県足利市 6時間 平成21年8月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
35048-
50604号

0284-21-8242
http://www.ashikaga.a
c.jp/topics/e-
menkyo.html

足利短期大学 児童文学とは何か

児童文学とは成人が児童のために創造した文学を意味する。そこ
には子どもに対する作者の温かい思いが込められている。日本の
代表的児童文学作品をとり上げ、解釈と鑑賞をすることにより、児
童文学とは何かを考えてみたい。

谷萩　昌道（教授） 栃木県足利市 6時間 平成21年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 40人
平成21年5月18日～
平成21年6月5日

平21-
35048-
50605号

0284-21-8242
http://www.ashikaga.a
c.jp/topics/e-
menkyo.html

宇都宮大学
学校道徳教育入門-道徳の授業の基
礎基本

今、学校における道徳教育の一層の充実が求められている。だが
現実には、学校教育全体における道徳教育および道徳の授業は、
必ずしも十分機能しているとはいえない。こうしたことから、この講
座では、「学校道徳教育入門」と題して、基本的なところから従来の
学校における道徳教育および道徳の授業を再吟味し、その上でこ
れからの学校における道徳教育および道徳の授業の在り方を参加
者全員と共に具体的に探っていく。

渡邊　弘（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小中学校教員 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50063号

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

宇都宮大学
学校道徳教育入門-道徳の授業の基
礎基本

今、学校における道徳教育の一層の充実が求められている。だが
現実には、学校教育全体における道徳教育および道徳の授業は、
必ずしも十分機能しているとはいえない。こうしたことから、この講
座では、「学校道徳教育入門」と題して、基本的なところから従来の
学校における道徳教育および道徳の授業を再吟味し、その上でこ
れからの学校における道徳教育および道徳の授業の在り方を参加
者全員と共に具体的に探っていく。

渡邊　弘（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 小中学校教員 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50064号

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

宇都宮大学 新学習指導要領における道徳教育

平成２３年度に小学校で、平成２４年度に中学校で施行される新学
習指導要領における道徳教育の取り扱いの改訂点と改訂の趣旨
を確認し、道徳教育の４つの視点（①主として自分自身に関するこ
と、②主として他の人とのかかわりに関すること、③主として自然や
崇高なものとのかかわりに関すること、④主として集団や社会に関
すること）に沿って、新指導要領に基づく「道徳の時間」の授業作り
について指導資料や指導法などを検討する。

上原　秀一（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成22年2月6日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50065号

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

宇都宮大学
学校不適応の心理学─いじめと妬み
のメカニズムを探る─

近年，小中学生の「いじめ」問題がクローズアップされています。当
然，いじめが許されない行為であることは確かでしょう。しかし，だ
れもがそれを悪いとわかっていながら，ともすれば，いじめる側に
回ってしまう場合があることもまた事実です。本講座では，このよう
な問題行動の理解と対応策について，ネガティブな対人感情であ
る「妬み」に焦点を当てた心理学的研究の成果を交えながら，わか
りやすく解説していきます。

澤田　匡人（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 150人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50066号

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

宇都宮大学
「キャリア教育」の動向と児童生徒が
働くことについて考えるようになる教
育実践

本講座は、①「キャリア教育」に関する政策動向及び、②国内で展
開されている職業や働くことの意義を理解させる教育実践を検討し
つつ、児童生徒が働くことを考えるようになる教育実践のあり方に
ついて理解を深めることを目的としている。講座では、「キャリア教
育」の背景にある、日本型雇用とその変容、日本の職業教育・訓練
の特殊性にも言及する。

丸山　剛史（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月27日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 35人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50067号

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

宇都宮大学
「キャリア教育」の動向と児童生徒が
働くことについて考えるようになる教
育実践

本講座は、①「キャリア教育」に関する政策動向及び、②国内で展
開されている職業や働くことの意義を理解させる教育実践を検討し
つつ、児童生徒が働くことを考えるようになる教育実践のあり方に
ついて理解を深めることを目的としている。講座では、「キャリア教
育」の背景にある、日本型雇用とその変容、日本の職業教育・訓練
の特殊性にも言及する。

丸山　剛史（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月17日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 35人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50068号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学 ICFの視点を生かした特別支援教育

平成19年度から特別支援教育が本格的に展開されるようになった
が、本講座では特別支援教育が導入された国際的動向やわが国
の背景について学ぶとともに、学校教育法・学校教育施行令・学校
教育施行規則などの改正点をレビューして、現在の特別支援教育
体制の在り方について正しい知識を得る。また、発達障害の主な
特徴を踏まえて、発達障害のある児童生徒に対して具体的にどの
ような支援をしていったらよいか、国際生活機能分類（ICF)の考え
方に基づいて事例検討を行いながら、考察する。

池本　喜代正（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50069号

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

宇都宮大学 発達障害指導法

自閉症・アスペルガー症候群等、LD、ADHD等の発達障害の特徴
およびその支援法についての講義を行う。具体的には、自閉症の
指導で世界的に著名な米国ノースカロライナ州で実施されている
TEACCHプログラムにおける構造化による指導。学校卒業後の自
立を目指した早期からの就労支援やジョブコーチングなどについて
具体的事例を踏まえながらパワーポイント、DVD等を用いながら行
う。

梅永　雄二（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月20日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50070号

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

宇都宮大学
重い障害がある人との教育的係わり
合いの糸口

今後の特別支援学校のあり方を考えていく上で，重い障害がある
といわれる人との係わり合いに関する実践的見識の蓄積，向上は
重要な課題であると考えます．本講座では，重度・重複障害，重症
心身障害，超重症児といわれる人との教育的係わり合いの糸口と
その展開について，映像資料を用いて，具体的，実践的に検討し
ます．また，係わり合いの“あしば”となる考え方についても検討し
ます．“障害カテゴリー”にこだわることなく，障害状況にある人との
係わり合いのあり方を考えてみたいと思います．

岡澤　慎一（教育学部講師） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月13日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50071号

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

宇都宮大学
虚偽論を応用した批判的読解力の速
成　Ⅰ

ここで言う「批判的読解力」とは「対テクスト思考力」のことである。
言語テクスト（一貫したまとまり〈つながり〉のある文の集合）の中
で、論理的に虚偽とみなされてきたタイプのものを取り上げ、人間
が思考する上で犯しがちな誤りを確認し、それが　本当に誤りと見
なされるべきか否かを再検討することで、受講者の対テクスト思考
力の速成・向上を図る。　　＊Ⅰ、Ⅱは、同じテーマの、連続する別
内容の講座です。したがって、Ⅰだけを受講するのはかまいません
が、Ⅱの単独受講は避けてください。

香西　秀信（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月28日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50072号

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

宇都宮大学
虚偽論を応用した批判的読解力の速
成　Ⅱ

ここで言う「批判的読解力」とは「対テクスト思考力」のことである。
言語テクスト（一貫したまとまり〈つながり〉のある文の集合）の中
で、論理的に虚偽とみなされてきたタイプのものを取り上げ、人間
が思考する上で犯しがちな誤りを確認し、それが　本当に誤りと見
なされるべきか否かを再検討することで、受講者の対テクスト思考
力の速成・向上を図る。　　＊Ⅰ、Ⅱは、同じテーマの、連続する別
内容の講座です。したがって、Ⅰだけを受講するのはかまいません
が、Ⅱの単独受講は避けてください。

香西　秀信（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月1日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50073号

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

宇都宮大学
日本近代文学講読－文学的教材の
読み方－

近現代の短編小説や童話をとりあげ、講義形式で、解釈鑑賞を具
体的例に則して行う。文学的テクストの解釈・鑑賞を通して、児童・
生徒・学生の「心の闇」をひきだす（言語化させる）工夫を提示した
い。教材はプリントを配布する。

鈴木　啓子（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月27日 教諭 全教諭 6,000円 60人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50074号

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

宇都宮大学 夏目漱石の文明論・人生論

明治時代の知識人は、日本が急激な近代化・西欧化の波にもまれ
る中で、日本人としての自己同一性を揺さぶられ、否応なく社会と
文化の問い直しを迫られていった。ここでは夏目漱石の講演「現代
日本の開化」「私の個人主義」を題材として、近代日本への懐疑を
語る漱石の文明論・人生論に耳を傾けてみたい。「自己本位」の認
識に立つことで自己と社会との関係を切り開いていった、その思索
の軌跡を問いたい。

守安　敏久（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年12月26日 教諭 全教諭 6,000円 80人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50075号

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

宇都宮大学
なぜ毛筆で学ぶのか－書写指導の
誤解と真実

子どもたちの道具セットに収まる毛筆は、セットの価格から見ても
劣悪であることはわかる。たまに素晴らしい授業を拝見するが、常
に子どもたちが使っている筆こそ見てほしい。空気の抜けたボール
で体育の授業をしていますか？改訂ごとに活字的な四角い文字に
なる教科書の手本、練習用紙と清書用紙、教師用の朱墨、それに
書き初め大会。無くてもよい順に並べた。まずは板書の文字から
チェックしましょう。子どもたちは「手習い」より「目習い」が得意。

中島　望（教育学部講師）
皆川　美弥子(附属小学校教諭)

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月1日 教諭 小学校教員 6,000円 12人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50076号

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

宇都宮大学 古典作品解釈のための日本語史
日本の古典文学作品を日本語学・日本語史の観点から取り上げま
す。特に現代の日本語との違いを明らかにするために、文法・意味
について掘り下げていきたいと考えています。

田和　真紀子（教育学部講師） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全教諭 6,000円 70人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50077号

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

宇都宮大学 日本経済入門

本講座では、戦後の日本経済（社会）の展開について概観を与え
る。また、今日の日本経済の現状と課題についても述べる。
日本の経済（社会）の歩みは、いくつかの歴史的局面において必ず
しもあるべき方向に舵を切ったというわけではない。ではその時、ど
ういう方向に向かうのが望ましかったのか、このことについてじっく
り考えることが、今後の方向性を展望する上で必要である。これら
について学んで欲しい。

吉田　紘（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50078号

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

宇都宮大学 地図に親しむ

私たちは毎日の生活の中でさまざまな地図を目にする。地図とひと
くちにいっても，世界大の地図から身近な地域の地図までそのス
ケールはさまざまであるし，そこに描かれている内容も一般図や統
計地図，頭の中のメンタルマップに見るように実に多様である。こ
の講座では，地図の種類，一般図の利用法，統計地図の描き方な
どを分かりやすく解説する（歴史地図は除く）。

奥井　正俊（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月18日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50079号

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

宇都宮大学 授業で子どもを育てる

児童・生徒が学校で過ごす時間の大半は「授業」である。さまざま
な問題をかかえる子どもを授業において生かしながら，その子らし
さを育てていく授業を具体的な記録をもとに議論することを通して，
子どものかかえる「問題」とはそもそも何か，その「問題」に授業は
どのようにアプローチ可能かについて考える。

溜池　善裕（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月28日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50080号

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

宇都宮大学
遊び理論に学ぶ―授業を楽しくする
ための方法を考える

・ 遊びに関する理論を通して、人はどのようなときに「面白い」と感
じるのかを、自分自身の経験を振り返りながら考える。
・ そこから勉強の面白さについて考え、授業や生徒指導などに役
立てる。
・ 「遊び」に関する論争を追いかけることで、大学で学んだような理
論について、それをどのように批判的に受容したら良いのか、理論
に対するつきあい方を学ぶ。
・ 「遊び」と「勉強」という、一見何の関係もなさそうなところに、関係
を見つけることで、理論をどのように応用していったら良いか、その
方法を学ぶ。

小原　一馬（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

教諭
養護教諭

全教員 12,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50081号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学
日本史像の変容と歴史学・歴史教育
－近世史を中心に

ここ20年ほどの間に、中学校・高校教科書や一般向け概説書等に
おける日本史像がどのように変容したか、その背景として学界でど
のような研究の進展や研究動向の変化があったか、それはなぜか
等を、とくに近世史および中世史のいくつかのテーマや論点をとり
あげて検討する。それを通して、日本史の研究・叙述・教育・学習
相互の関係やそれぞれが抱える問題点について理解を深める契
機を提供したい。

牧原　成征（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50082号

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

宇都宮大学 ＜考える力＞について考える

昨今の教育現場では＜「考える力」の欠如＞が訴えられているが、
そもそも、そこで求められている「考える力」とはどのようなものなの
であろうか。本講義では、さまざまな哲学者たちの思考を追体験
し、それによって、端的に「考えることを考える」ことを目指したい。
主に、「論理的に考える」「科学的に考える」「哲学的に考える」とい
う三つの「思考法」の分類を明らかにし、＜「考える力」とは何か＞
に迫っていきたい。

山田　有希子（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月27日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50083号

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

宇都宮大学 歴史教育の現在と実践的課題

本講座では、 近の歴史教育の動向をふまえ、今後の社会科・地
理歴史科における歴史授業のあり方について考える。具体的に
は、実際の小・中学校(または高等学校)の実践事例を取り上げな
がら、グループディスカッションを交えて検討・議論する。

熊田　禎介（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50084号

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

宇都宮大学
算数数学科の教材解釈と授業構成を
考える

小中学校の算数・数学科において，関連させて扱う教材をいくつか
抽出し，それらの扱い方について考察する．そして，それらについ
て小学校での授業構成，中学校での授業構成を具体的な学習指
導案の水準で検討する．また，算数数学科の内容と他教科の内容
を関連させた授業構成を検討する．
講座は講義と演習・グループ協議を交えた活動を想定している．

木村　寛（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
小学校教員，中学
校数学科教員

12,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50085号

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

宇都宮大学 数の構成

数とは何か。
自然数からはじめて整数、有理数、無理数、実数について、また、
それらのつくる集合の構造についてお話をする。

藤平　秀行（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50086号

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

宇都宮大学 授業づくりのための幾何学入門

本講座では，定木とコンパスによりどのような図形が作図できるの
かという問題について講義する．まず，作図の意味を明らかにす
る．次に，長さが１の線分からいかなる長さの線分が作図可能であ
るかについて考察する．さらに，その応用として，正５角形が作図
可能であることや，古代ギリシアの三大作図（立方体の倍積，角の
三等分，円の正方化）が不可能であることの理由を説明する．な
お，受講者は定木とコンパスを持参してほしい．

北川　義久（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年9月12日 教諭 中高の数学科教員 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50087号

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

宇都宮大学 自然の中の図形(フラクタル)

ある図形の一部分が，もとの図形と相似であるとき，その図形は自
己相似な図形という。自己相似な図形は，いくつかの法則の繰り返
しによって構成され，実際に自然の中に沢山存在する。この講座で
は，自己相似な図形を数学的に取り扱うフラクタルについて解説
し，コンピュータ支援によるフラクタル図形の作成方法・作成例を示
す。自然の成り立ちを数学的に捉えてみよう。

酒井　一博（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月8日 教諭 算数・数学科教員 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50088号

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

宇都宮大学
算数・数学科の授業を解析する：近
年の授業研究の動向を視野に入れ
て

本講座では，まず，数学科授業研究の近年の動向と課題につい
て，紹介をする。その後，算数（あるいは数学）の授業ビデオの鑑
賞を行いながら，授業展開を考えたり，話し合ったりしていく。講義・
演習を通して，授業をみる視点や方法についての視野を広めるとと
もに，教材や授業展開についての様々な可能性を探っていく。
（演習を含むため，人数を３０名に限定している。）

日野　圭子（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月26日 教諭
小学校教員，
中学校数学科
教員

6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50089号

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

宇都宮大学 初等整数論と未解決問題の紹介
我々にとって も身近な数である自然数や整数を扱う初等整数論
の話題を紹介します。また、関連して、理解するのは易しいのに、
実はまだ解かれていない未解決問題に関する話題を紹介します。

保坂　哲也（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年9月5日 教諭
算数・数学科の
教員

6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50090号

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

宇都宮大学 物理学

物理学の中から、力学、波動、電磁気にかかわる分野から課題と
取り上げる。
午前に物理の内容を講義し、午後から数式処理ソフトMathematica
を使って演習を行い理解を深める。
1日6時間で2回の計12時間の講義を行う。

佐藤　禎宏（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月21日，
平成21年8月24日

教諭
小中高等学校
理科教員

12,000円 20人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50091号

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

宇都宮大学 地層と化石の観察

栃木県内の地層と化石を野外で観察し、教科書に出てくるような堆
積岩や化石の標本を採集することができるようにする。室内におい
て堆積岩と化石を用いた観察法についても実習をおこなう。主とし
て小中学校の理科教材としての活用法について解説する。野外実
習を3時間（野外での観察採集作業2時間と往復のバスの中での1
時間の解説）および室内実習および講義を3時間実施する。

松居　誠一郎（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭
小中高等学校
理科教員

6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50092号

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

宇都宮大学 中学校理科物理教材の押さえどころ

中学校理科のうち物理領域の教材に着目し，生徒の理解に関する
実態調査の結果などを踏まえて，教材の問題点や改善点などにつ
いて講義や実験を行う．それを踏まえて，教材の改善に関する参
加者同士の意見交換を行う．取り上げる単元は，力と運動，電気
の２単元を予定している．また，新学習指導要領で新たに取り上げ
られる内容や発展的な内容の解説を行う．これらを通して，中学校
理科における指導力の向上を図る．中学校理科教員を主な対象者
として想定しているが，興味のある教員はだれでも受講可能．

伊東　明彦（教育学部教授）
堀田　直己（教育学部教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月20日 教諭
主として中学校理
科教員

6,000円 24人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50093号

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

宇都宮大学 中学校理科物理教材の押さえどころ

中学校理科のうち物理領域の教材に着目し，生徒の理解に関する
実態調査の結果などを踏まえて，教材の問題点や改善点などにつ
いて講義や実験を行う．それを踏まえて，教材の改善に関する参
加者同士の意見交換を行う．取り上げる単元は，力と運動，電気
の２単元を予定している．また，新学習指導要領で新たに取り上げ
られる内容や発展的な内容の解説を行う．これらを通して，中学校
理科における指導力の向上を図る．中学校理科教員を主な対象者
として想定しているが，興味のある教員はだれでも受講可能．

伊東　明彦（教育学部教授）
堀田　直己（教育学部教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭
主として中学校理
科教員

6,000円 24人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50094号

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

宇都宮大学
理科好きな子どもを育てる小学校理
科授業の工夫

小学校理科の特質や観察・実験のねらいを考察し、物理、化学、生
物の各教材を精選して体験的に学びます。身近な材料を用いたも
のづくり、化学実験を安全に行うスキル、生物観察のポイントなども
取り上げます。さらに、子どもたちの理科好き、理科嫌いの実態に
ついて、具体的なデータをもとに検証し、改善の手だてを探ります。
おもに小学校教員（特に理科系出身でない方）を対象とします。※
実験を含むため、定員を２５名とし、この科目を年４回開講。

人見　久城（教育学部准教授）
南　 　伸昌（教育学部准教授）
井口　智文（教育学部准教授）
出口　明子（教育学部講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月27日 教諭 小学校教員(理科) 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50095号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学
理科好きな子どもを育てる小学校理
科授業の工夫

小学校理科の特質や観察・実験のねらいを考察し、物理、化学、生
物の各教材を精選して体験的に学びます。身近な材料を用いたも
のづくり、化学実験を安全に行うスキル、生物観察のポイントなども
取り上げます。さらに、子どもたちの理科好き、理科嫌いの実態に
ついて、具体的なデータをもとに検証し、改善の手だてを探ります。
おもに小学校教員（特に理科系出身でない方）を対象とします。※
実験を含むため、定員を２５名とし、この科目を年４回開講。

人見　久城（教育学部准教授）
南　 　伸昌（教育学部准教授）
井口　智文（教育学部准教授）
出口　明子（教育学部講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月28日 教諭 小学校教員(理科) 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50096号

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

宇都宮大学
理科好きな子どもを育てる小学校理
科授業の工夫

小学校理科の特質や観察・実験のねらいを考察し、物理、化学、生
物の各教材を精選して体験的に学びます。身近な材料を用いたも
のづくり、化学実験を安全に行うスキル、生物観察のポイントなども
取り上げます。さらに、子どもたちの理科好き、理科嫌いの実態に
ついて、具体的なデータをもとに検証し、改善の手だてを探ります。
おもに小学校教員（特に理科系出身でない方）を対象とします。※
実験を含むため、定員を２５名とし、この科目を年４回開講。

人見　久城（教育学部准教授）
南　 　伸昌（教育学部准教授）
井口　智文（教育学部准教授）
出口　明子（教育学部講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小学校教員(理科) 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50097号

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

宇都宮大学
理科好きな子どもを育てる小学校理
科授業の工夫

小学校理科の特質や観察・実験のねらいを考察し、物理、化学、生
物の各教材を精選して体験的に学びます。身近な材料を用いたも
のづくり、化学実験を安全に行うスキル、生物観察のポイントなども
取り上げます。さらに、子どもたちの理科好き、理科嫌いの実態に
ついて、具体的なデータをもとに検証し、改善の手だてを探ります。
おもに小学校教員（特に理科系出身でない方）を対象とします。※
実験を含むため、定員を２５名とし、この科目を年４回開講。

人見　久城（教育学部准教授）
南　 　伸昌（教育学部准教授）
井口　智文（教育学部准教授）
出口　明子（教育学部講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教員(理科) 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50098号

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

宇都宮大学 発声法の基礎と展開

歌唱表現、あるいは合唱指導において基礎となる発声のしくみと発
声法、また、声のトレーニング方法について学ぶ講座です。具体的
には姿勢の重要性、呼吸のコントロール、胸声と頭声、喉頭の支え
方、歌唱表現における様々な技術、合唱指導における声作り等を
わかりやすく実践的に学んでゆきます。音楽の授業に限らず、普段
の学校生活において声が疲れやすい等、声を鍛えたいという人も
対象としています。

石野　健二（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月17日 教諭 全教諭 6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50099号

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

宇都宮大学 中学校歌唱教材の伴奏法

中学校音楽科における歌唱教材伴奏について、言葉・詩との関わ
りの中で、ピアノ伴奏の役割を明確に意識し、演奏に生かすための
方法論について、実技を通して考察する。なお、高校における教材
も関連して取り上げることがある。（中等教育法のテキスト、または
教科書を持参のこと）

石田　修一（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日 教諭 中学校音楽科教員 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50100号

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

宇都宮大学 中学校歌唱教材の伴奏法

中学校音楽科における歌唱教材伴奏について、言葉・詩との関わ
りの中で、ピアノ伴奏の役割を明確に意識し、演奏に生かすための
方法論について、実技を通して考察する。なお、高校における教材
も関連して取り上げることがある。（中等教育法のテキスト、または
教科書を持参のこと）

石田　修一（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月26日 教諭 中学校音楽科教員 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50101号

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

宇都宮大学 ソルフェージュ力を磨こう！

ソルフェージュの能力は、どんな立場でどんな音楽をする場合に
も、基礎となる大切な部分です。この講習では、初見視唱、視奏、リ
ズムの練習、聴音など、短時間ではありますがこんなことも必要だ
なと再確認していただいて、普段の授業、ご自身の勉強などに少し
でも役だてばと考えています。

小林　功（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 20人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50102号

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

宇都宮大学
音楽に惹かれる心を育てる！オペラ
を使った音楽科の教材開発

「音楽に心が動かされる」ということから始めます。次に、音楽は音
（音の響き）が個人の知識・経験の上に在ることを確認します。この
知識・経験に含まれる様々な事柄を「オペラ」という音楽作品を通じ
て発見し獲得する意義を検証します。検証は表現・鑑賞を含む参
加型の講義形式で行い、教材開発の理論的枠組を理解します。こ
れを基に各自が「オペラ」を使ったモデル教材を試作し、教材の提
示方法等を含む簡単な実践を行います。

小原　伸一（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月1日，
平成21年8月7日

教諭 全教諭 12,000円 8人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50103号

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

宇都宮大学 やさしい作曲実技

和声の初歩（『和声―理論と実習』［音楽之友社］の第１巻終了レ
ヴェル）をすでに修得済みであることを、受講の前提条件とする。２
部形式、３部形式、ソナチネなどの平易な形式により、ピアノ曲や
二重奏曲の作曲を実習する。
平日夜間1.5時間を4日間

木下　大輔（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間

平成21年10月21日，
平成21年10月28日，
平成21年11月4日，
平成21年11月11日

教諭
音楽担当教諭
（小・中・高）

6,000円 10人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50104号

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

宇都宮大学
器楽実技と合奏－リコーダー・篠笛・
２台ピアノ

器楽のうち、使用頻度の高いリコーダーについて実技を行います。
今までの理解を再確認することが目的です。進度に応じて合奏もす
る予定です。また、近年注目されている和楽器実技のうち、今回は
篠笛を取り上げます。４時間で簡単な曲を吹けるようにしたいと思
います。２台ピアノ実技は、本来２人で弾く作品を４人で弾くことに
よって、合奏について考えていく予定です。

新井　恵美（教育学部講師） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月20日

教諭
小学校教員(音楽)，
中高音楽科教員

12,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50105号

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

宇都宮大学
教師としての自分らしさの発展的形
成

教育の概念や小・中学校各専門分野の教育目的の再確認からは
じめます。その概念や目的にそって「学級活動での係活動」「児童
生徒のリーダー養成」「保護者会と面接」「遠足実地指導」など諸課
題に対する受講者自身の理解状況を自己確認し、研究協議やロー
ルプレイ演習により考察を深め、講師の教育実践事例に基づいた
講義も参考にして「教師としての発展的自分らしさの形成」、楽しく
充実した学びをめざします。教師としての自分をよりよく高めたいと
切望し、研究協議やロールプレイなどに積極的に参加できる方。

山口　喜雄（教育学部教授）
栃木県宇都宮
市・
神奈川県横浜市

18時間
平成21年7月27日～
平成21年7月30日

教諭
養護教諭

全教員 18,000円 24人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50106号

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

宇都宮大学 生活環境創造のための美術

近、小学校・中学校の先生方とお話しすると、美術科や図画工
作科の教科の存在意義について、自信を持てなくなっている方が
少なくない。美術がどこか実生活と外れたところにあるような認識
が根底にあるように思われる。本来美術は、人々が自分たちの身
近な生活環境をより良くしていこうとする活動から始まったはずであ
る。そんな美術の初心を振り返るところからはじめ、講義と実技を
交えながら、美術の本質的な意義を考えてみたい。

梶原　良成（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月19日 教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50107号

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

宇都宮大学
アジアのかたち・日本のかたち～漆
japan—漆による表現演習

漆はアジアにしかない伝統工芸素材です。欧米で漆を「japan」と呼
ぶことがあり、漆は日本を代表する工芸でもあります。講義を通し
て漆工芸について、その成り立ち・技術と材料・多彩な漆工芸表現
等、理解を深め、さらに色漆による椀への絵付け表現と漆塗箸づく
りによる基礎的な表現演習課題を行います。（漆は皮膚につくとか
ぶれの症状をおこす場合があります。十分注意して行いますが、ご
理解の上ご参加ください。)

松島　さくら子（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日 教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50108号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学
授業実践につながる水彩画の基礎技
法

水彩絵具は中学・高校美術や図画工作の教材として も使用頻度
の高い表現素材の1つである。また、水彩絵具には透明水彩、ガッ
シュ、アクリル、ポスターカラー等様々なものがあり、各々の素材の
特性を生かした技法も多数存在する。そこで本講では、まず水彩画
の概要を紹介した後に簡単な対象(植物の葉や枝等)を描く事で
様々な技法について実習を行う。それによって水彩画における造
詣を深め、技法と表現の関係を習得することで授業実践力の向上
を図る。

株田　昌彦（教育学部講師） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50109号

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

宇都宮大学 からだの仕組み

本講座では､まず人体の構造、とくに骨格系、筋系、関節系につい
て、骨格標本、筋標本、関節標本を用いて実習を行い、まず運動
器官全般について､構造、役割などについて確認をする。次に児童
生徒の外傷･障害の実態を明らかにするとともに、それらスポーツ
外傷･障害予防について説明をしたい。

石﨑　忠利（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 25人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50110号

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

宇都宮大学
よい関係を築く非言語コミュニケー
ション入門

豊かな人間関係(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)を築く方法について、理論と実践の
両面から探求する。非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関与する主要な９つの非
言語ﾒﾃﾞｨｱ(人体、動作、目、身体接触、対人的空間、周辺言語、沈
黙、時間、色彩)について映像や実験を交えながら解説する。無意
識のうちに送受信してしまっている９つの情報源に気づくことで、よ
り豊かな自己表現、洞察的な他者理解ができるようになることをめ
ざす。

茅野　理子（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月24日，
平成21年8月26日

教諭
養護教諭

全教員 12,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50111号

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

宇都宮大学
体育実技の指導力を高める運動観
察と指導法

走、跳、投などの基礎的な運動について，何m投げられたか，何秒
で走れたかなどの記録をもとにした数量的な評価ではなく，どのよ
うな動きが身に付いているかという質的な評価の見方について学
びます。そして，よりよい動きを習得・学習するための実技の指導
方法について考えていきます。

加藤　謙一（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50112号

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

宇都宮大学 野外教育の理論と実際
野外教育の意義を理解した上で、実際のプログラム（ゲーム等）を
体験する。その後、実践例を紹介（写真及びＶＴＲ）することにより、
更に理解を深める。

平野　智之（教育学部講師） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50113号

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

宇都宮大学
技術教育におけるエネルギー変換と
計測・制御

技術教育，おもに中学校技術分野の内容に相当する　エネルギ－
変換と計測・制御に関する 新の技術動向について，講義と実験・
実習を中心にすすめる。
エネルギ－変換：エネルギーの有効利用について，エンジンを題材
として講義と実験・実習を行う。
計測・制御：自律型ロボット教材を利用して，プログラミング，計測・
制御について講義と実験・実習を行う。

針谷　安男（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月18日 教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50114号

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

宇都宮大学 電気・電子回路を用いた工作入門

本講座では，中学校技術科における「エネルギー変換（電気）」に
関する教材開発を目指す。 初に書籍またはインターネット等を用
いて教材になりうる基本的な電気・電子回路を検索する。本講座の
講師は選択された回路の電気的な理論や動作原理を受講者に説
明をする。その後，受講者は実際に回路を製作する。そして原利ど
おりに動作しているかどうかを実験的に確かめるとともに中学校技
術科における教材として有効であるかどうかを検討する。

苫米地　義郎（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月19日 教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50115号

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

宇都宮大学
金属加工並びに木材加工の動機付
け入門

スターリングエンジンの研究から派生した金属加工並びに木材加
工の不思議な現象を解説するとともに加工学への導入・動機付け
を行う．具体的には金属加工では体温で回る羽根車，水に浮かぶ
金網船，テルミット反応による鉄の生成，キュリーエンジン等，木材
加工では割り箸の橋，変形するマッチ，小さな穴を貫通する矢羽根
等，これらの現象を理論的に説明しながら講義する。

戸田　富士夫（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月20日 教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50116号

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

宇都宮大学 授業に生かすプログラミング入門

現在，中学技術科や高校だけでなく，小学校でも情報教育に関す
る授業が行われている。インターネット検索や文書作成だけでなく，
ロボットを制御するためのプログラムの作製等，内容は日々進化し
ている。
本時では，プログラミングの基礎を演習を交えて講義を行う。取り
扱うプログラム言語は，広く普及しているＶＢＡ（エクセル・マクロ）を
予定している。

松原　真理（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭 中学校技術科教員 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50117号

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

宇都宮大学
時代を拓く環境教育―環境共生の学
び方－

(１)主な環境問題の把握方法：大量生産・大量消費の社会システム
を見つめ直し、｢豊かさ｣の後ろにある生活観、環境観、環境問題観
を見つめ直す
(２)今、求められている学力とは何か：生活における危険、環境破
壊の根本、環境行政のあり方を問わないこれまでの学力を問い直
すー
(3)これからの環境教育のあり方―皮相的な環境教育を脱し物事
の本質に迫る環境教育について展開する―

真下　弘征（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

教諭
養護教諭

全教員 12,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50118号

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

宇都宮大学 子どもの権利条約を子どものものへ

(１)子どもの権利条約の歴史、意義について：大人における子ども
観の転換、子どもの権利の各分野の理解の大切さ。
(２)今、求められているもの：日本の子どもの現状と子ども理解の課
題（子どもの権利条約に即して）
(３）これからの教育、地域、家庭で課題：生活主体形成、政策主体
形成の課題、教材化の視点など。

真下　弘征（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月17日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50119号

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

宇都宮大学 生物育成と食をつなぐ授業

(１)　技術・家庭科、生活科、家庭科の課題：いきもの育成、食べ物
生産の力の育成（栽培・飼育学習、食農教育のあり方。技術・家庭
科新「生物育成」領域、生活科、食教育の在り方）
(２)　今求められている生き物を育成する力：日本の子どもの現状
と教育の課題をさぐる。
(3)　生物育成・食教育の教材化と実践研究(実習)。

真下　弘征（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
技術・家庭科、家庭
科、生活科ほか教
員

12,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50120号

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

宇都宮大学 伝統的な生活文化を見直す

子どもたちにおいては、年々手を使う作業が困難になってきてい
る。それは、日常生活において手仕事の消えていきつつあることが
反映されている。そこで、衣生活を中心として手仕事と深く関連して
いた伝統的な生活文化を見直し、小中高の授業（家庭科、総合学
習、生活科など）に取り入れるために、伝統的な生活文化の現状を
認識するとともに、それらについて教材化し、授業実践を行った例
を検討し、現代に生かしていくための方策を考えたい。

清水　裕子（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校教員、中学
校・高等学校家庭
科教員

6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50121号

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

宇都宮大学 住まいとまち環境を楽しく学ぶ

住居は生活空間であり、居住者の生命の安全を保障し、外部の自
然を調整し人間の生存にとって適切な環境を創り、家族生活の基
礎としての役割を果たしています。本講義では、住居と人間生活や
まち環境との関わりについて、児童生徒が「持続可能性」という観
点から楽しく学べるコツやそのためのプログラムを考えたいと思い
ます。

陣内　雄次(教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月26日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50122号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学 家庭科のための家政学入門

家庭科という教科のバックグラウンドにある学問の一つとしての家
政学を取り上げ、家政学とは何かについて共通に理解するととも
に、各論において家政学の研究領域における研究成果を持ち寄
り、家政学研究の成果を家庭科の授業に生かす方法について議論
する。

赤塚　朋子（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50123号

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

宇都宮大学
伝統染織にみる感性を取り入れた家
庭科被服領域の構想

新学習指導要領において「伝統・文化」を各教科に取り入れること
が課題になっている。本講座では，伝統染織という手仕事がもつ環
境観や生命観などについて述べ，これらを家庭科教育における「も
のづくり」に取り入れることの意義について検討する。

佐々木　和也（教育学部准教授）
星野　めぐみ（附属中学校教諭）

栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月18日～
平成21年8月19日

教諭 全教諭 12,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50124号

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

宇都宮大学
食育をどう進めるか―学校現場にお
ける現状と課題―

食の話題が新聞やニュースで取り上げられない日はないと言い切
れるほど、私達の身近にある「食」。その「食」について、あらゆる場
所と機会を捉え、食育活動が実施されています。本講座では、学校
現場における食育の進め方をあらためて捉え直し、子ども達にどの
ような指導を行えばよいか等について触れたいと思います。また、
食育先進地での取組等を紹介した後、各々の学校現場における現
状をみつめ、課題を認識し、今後の効果的な食育の取組について
考察します。

大森　玲子（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 80人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50125号

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

宇都宮大学 英文法の諸相I：音声と語の規則性

英語の母語話者でない我々は，（例えばFranceは実際は/frænts/
と発音されるなど）ある発音が聞き取りにくかったり，母語話者とか
なり違う発音をしてしまう場合がある．そのような現象を理解するた
めに， 近の知見も取り入れ，音声学の復習をする．また，接辞と
アクセントの位置などのように音の規則性と密接に関係する現象
ばかりでなく，arrivalとは言うがexaminalとは言わないなど，独自の
規則性を持つ形態論も合わせて取り上げる。

浅野　一郎（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月18日 教諭 全教諭 6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50126号

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

宇都宮大学 英語授業の分析・改善方法

「英語授業の分析・改善方法」では、授業改善の観点を検討し、そ
の観点で録画英語授業を観察・分析し、授業の意図・方法・教師の
動き・生徒の反応について話し合う。さらに、改善点を明らかにし、
それを実践（模擬授業）してみる。

渡辺　浩行（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月30日 教諭 中学校英語科教員 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50127号

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

宇都宮大学
英語授業のワークシート作成と定期
考査問題作成

「英語授業のワークシート作成と定期考査問題作成」では、授業で
用いるワークシートを試作し、受講者同士で比較検討し、その上で
各自が改訂版を作る。同様に定期考査問題の試作版・改訂版を作
成する。

渡辺　浩行（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月31日 教諭 中学校英語科教員 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50128号

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

宇都宮大学
中学・高校の英語教科書からの新展
開

中学校や高校で使用されている様々な英語教科書について総括
し、共通して取り扱われている題材を考察します。特に、戦争と平
和、人種問題、環境問題、物語などに焦点を当てながら、教科書の
中では簡単に触れられているだけの内容に関して、オリジナルの
テクストやフィルムなどを確認することでさらに理解を深めていきま
す。教員としての水面下の知識を補充するような講習を目指しま
す。

幡山　秀明（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50129号

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

宇都宮大学
英文法の諸相：教材研究のための機
能的な視点

学習英文法で扱われる「文型」や「構文」，「語法」などからいくつか
を取り上げ，前提，焦点，情報の新旧などの情報構造や発話行為
などの機能的観点から，日本語との比較も交えつつ，用法を観察，
分析し，教材研究・開発のための一視座を養います。文法事項や
言語材料に関して日頃抱えている説明や指導上の疑問や課題な
どを持ち寄ってください。

天沼　実（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間
平成21年9月5日，
平成21年9月12日

教諭
中学校，高等学校
英語科教員

6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50130号

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

宇都宮大学
英文法の諸相―関係節、結果構文、
二重目的語構文など―

本講座は次のように進める。新聞、雑誌、小説、TV番組などで実
際に用いられる、一次資料としての英語を観察することから始め、
英文法とのかかわりを検討し、問題点を探る。問題点に対する見
通しをつけたのち、英語の基本的な構文の整理と拡充を行う。また
特に関係節、結果構文、二重目的語構文などの構文を取り上げ、
主として、それらの統語的性質および意味的性質を考察する。

谷　光生（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日 教諭 全教諭 6,000円 60人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50131号

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

宇都宮大学 教養としての健康学

日本は世界第１位の長寿国であるが、世界で も幸せな国だろう
か。長生きが幸せに繋がるためには様々な課題を克服しなければ
ならない。生活が便利になった反面、動物である人間は動くことの
本来の生活から離れつつある。この講座では日常生活に於いて運
動と栄養、加齢に伴う諸変化について学習する。

益子　詔次（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50132号

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

宇都宮大学 武道教育から学べること

本講座は、教育の意義と方法について、特に伝統的な武道教育を
中心として概説するものである。
体育科教育の内容としての「中学校における武道の必修化」の視
座もさることながら、むしろ学校教育一般における「人間力（生きる
力）の強化」につながる「武道教育（鍛錬）の意義と方法から学べる
こと」に着目して講義し、学校教員の資質向上に資したい。

松村　司朗（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭 全教諭 6,000円 20人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50133号

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

宇都宮大学
子どもの体格を知ろう－やせと肥満
の実態－

ここ数十年間で子どもたちの体格は大きく変化し、今後もこの傾向
が継続することが予想されている．私たちは子どもたちの体格の現
状を正確に知り、これに対応しなければなりません．本講義では子
どもたちの肥満と痩せの客観的なデータを提示し、ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽな体格
が健康に及ぼす影響について解説を行います．さらに、子どもたち
にとって運動と栄養の必要性についての話題も提供する予定で
す．

小宮　秀明（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 40人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50134号

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

宇都宮大学
楽しい授業づくりのためのバレーボー
ル入門

バレーボール・ソフトバレーボールの楽しい授業作りのための方法
について、実技をまじえた演習形式で実施します。

黒後　洋（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月30日 教諭
小学校教員(保健体
育)・中学校教員(保
健体育)

6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50135号

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

宇都宮大学 アメリカ経済教育の考え方

National Content Standards in Economicsは、アメリカにおける経
済教育の指針を示すものとして、アメリカ合衆国の全国経済教育協
議会（ NCEE ）により示されている。この、経済学の基本的な原理
に基づいたカリキュラムのスタンダード(a set of curriculum
standards based on the essential principles of economics)を解説
し、日本における経済教育・経済学教育と比較検討する。

塚本　純（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭

小学校教員(社会
科)、中学校社会科
教員、高等学校社
会科教員

6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50136号

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

宇都宮大学 ヨーロッパの歴史と文化

本講義では、ヨーロッパのキリスト教文化史について話す。とは
いっても、エリートの神学的論争、教会史、教会の教義などといった
ものではなく、むしろ、名もなき民衆の信仰、彼らの宗教的日常に
焦点を当てたい。つまり、民衆の宗教文化を扱う。
講義は、政治や社会全般と絡ませながら行う。とりわけ、ドイツの
宗教改革から現代までを扱う。

下田　淳（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50137号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学
児童・生徒の地域理解をうながす視
点と方法

地理教育の実践においては、地理学の基本概念（地域、地域的特
色）を理解した上で、地理的事象を分析し、児童・生徒が理解可能
な地理情報に加工する技能が必要になると考えます。本講座で
は、教師に訪問や見学の経験がない場合でも、授業で取り上げる
地域や産業の実態をいきいきと伝えるための視点や方法を、地形
図の読図、空中写真の判読、統計類の活用など、実際の作業を通
じて学ぶことを目指します。

松村　啓子（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月29日 教諭 全教諭 6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50138号

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

宇都宮大学 社会福祉とジェンダー

社会福祉における現代の諸問題をジェンダーの視点で分析するこ
とにより、社会福祉および現代社会に対するより深い理解の助けと
することを目的とする。とくに、現代の福祉の様々な場面における
女性の役割や扱われ方について考察する。具体的には、「’担い
手’としての女性」「’利用者’としての女性」「’犠牲者’としての女
性」などの切り口で、現状や施策を概観する。適宜グループワーク
なども盛り込み、受講生が主体的に考える機会も提供する予定で
ある。

長谷川　万由美（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年10月3日 教諭 全教諭 6,000円 60人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50139号

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

宇都宮大学
中学校・高等学校理科生物分野の教
材研究

魚類を主として細胞学，発生学，遺伝学，動物行動学，進化学，生
態学，生命工学など生物学の基本となる事項について学習しま
す。魚類を通して生物の持つ特徴をながめ，そこから教材として活
かせる内容を共に考えたいと思います。

上田　高嘉（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月20日 教諭
中学校・高等学校
教員(理科)

6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50140号

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

宇都宮大学
関東ロームの野外調査と室内作業で
学ぶ地学実習法

関東ローム層を事例として、フィールドワークで地学実習法を、採
取した試料（岩石鉱物）で室内作業法をそれぞれ修得する。さら
に、観察・実習などで得られたデータの整理や結果とりまとめの方
法も扱う。　火山、火山活動、火山噴出物、岩石、造岩鉱物などの
地学の基礎的テーマについて、実習・観察作業で実証的な理解を
深めるとともに、地球科学での近年の研究成果や 近の話題もと
りいれた考察をすすめて、報告書を作成する。これらから、教育現
場での理科（地学）分野での今日的な指導法導入を支援する。

中村　洋一（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月25日 教諭

小学校教員(理科)，
中学校理科教員，
高校理科(地学）教
員

6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50141号

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

宇都宮大学 たのしくわかる化学実験のコツ

中学校理科第1分野，及び高等学校化学分野の実験の中からいく
つかの教材を精選して，体験的に知識を再確認して戴きます。教
科書で扱う化学実験の初歩から発展的なものまで順を追って，安
全・確実に実験を成功させるノウハウを説明します。

山田　洋一(教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日 教諭
中学・高等学校教
員（理科）

6,000円 30人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50142号

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

宇都宮大学 特別活動と生徒指導

主要項目
①特別活動の教育的意義と生徒指導
②国際比較を通してみる日本の教育と特別活動
③特別活動と生徒指導の歴史、
④新学習指導要領と特別活動の全体計画について

遠藤　忠(教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全教諭 6,000円 80人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50143号

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

宇都宮大学
教育の情報化と情報メディアを用い
た学習指導入門

新学習指導要領における教育の情報化の位置づけや，学校教育
における情報化の動向，情報活用能力の育成や情報教育の内容・
方法，情報モラルなどについて 近の状況に基づいて検討しま
す。さらに，コンピュータやインターネットなどの情報メディアを用い
た学習指導の方法について検討します。

石川　賢（教育学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月18日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 25人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50144号

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

宇都宮大学 授業に役立つ教員のICT活用入門

情報教育の目標に基づいて、コンピュータやインターネットなどの
ICTや、学習指導用の教材コンテンツなどを活用した授業改善の方
法を検討します。また、情報モラルの 近の状況から、学校や地域
のあり方についても検討します。
　さらに、インターネットに流通している 近の学習指導用の教材コ
ンテンツを実際に操作しながら、授業に役立てる方策を検討しま
す。

川島　芳昭（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 25人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50145号

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

宇都宮大学 学校現場に活かす心理療法的観点

心理療法の「観点」を学校現場での子ども理解や教師の精神的健
康に活かそうという考えのもとに開講します（心理療法そのものを
行うためのものではありません）。「精神分析的療法」「行動療法」
「認知（論理）療法」「クライエント中心療法」の４つを取り上げます。
受講生はテキストを事前購入・若干の予習・講習に持参していただ
き、その内容をもとに講義や参加者同士の話し合いなどを行いま
す。内容を理解するためには（修了認定に合格するためには）受講
者の能動性や積極性が必要です。充実した学びの時間にしましょ
う。

川原　誠司（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月29日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50146号

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

宇都宮大学 学校現場に活かす心理療法的観点

心理療法の「観点」を学校現場での子ども理解や教師の精神的健
康に活かそうという考えのもとに開講します（心理療法そのものを
行うためのものではありません）。「精神分析的療法」「行動療法」
「認知（論理）療法」「クライエント中心療法」の４つを取り上げます。
受講生はテキストを事前購入・若干の予習・講習に持参していただ
き、その内容をもとに講義や参加者同士の話し合いなどを行いま
す。内容を理解するためには（修了認定に合格するためには）受講
者の能動性や積極性が必要です。充実した学びの時間にしましょ
う。

川原　誠司（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50147号

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

宇都宮大学 学校現場に活かす心理療法的観点

心理療法の「観点」を学校現場での子ども理解や教師の精神的健
康に活かそうという考えのもとに開講します（心理療法そのものを
行うためのものではありません）。「精神分析的療法」「行動療法」
「認知（論理）療法」「クライエント中心療法」の４つを取り上げます。
受講生はテキストを事前購入・若干の予習・講習に持参していただ
き、その内容をもとに講義や参加者同士の話し合いなどを行いま
す。内容を理解するためには（修了認定に合格するためには）受講
者の能動性や積極性が必要です。充実した学びの時間にしましょ
う。

川原　誠司（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年10月17日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50148号

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

宇都宮大学 学校現場に活かす心理療法的観点

心理療法の「観点」を学校現場での子ども理解や教師の精神的健
康に活かそうという考えのもとに開講します（心理療法そのものを
行うためのものではありません）。「精神分析的療法」「行動療法」
「認知（論理）療法」「クライエント中心療法」の４つを取り上げます。
受講生はテキストを事前購入・若干の予習・講習に持参していただ
き、その内容をもとに講義や参加者同士の話し合いなどを行いま
す。内容を理解するためには（修了認定に合格するためには）受講
者の能動性や積極性が必要です。充実した学びの時間にしましょ
う。

川原　誠司（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年12月26日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50149号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学 学校現場に活かす心理療法的観点

心理療法の「観点」を学校現場での子ども理解や教師の精神的健
康に活かそうという考えのもとに開講します（心理療法そのものを
行うためのものではありません）。「精神分析的療法」「行動療法」
「認知（論理）療法」「クライエント中心療法」の４つを取り上げます。
受講生はテキストを事前購入・若干の予習・講習に持参していただ
き、その内容をもとに講義や参加者同士の話し合いなどを行いま
す。内容を理解するためには（修了認定に合格するためには）受講
者の能動性や積極性が必要です。充実した学びの時間にしましょ
う。

川原　誠司（教育学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成22年2月6日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50150号

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

宇都宮大学 格差社会と裁判員制度

　この講義では、格差社会の構造と裁判員制度の本質についてお
話しします。問題点として、第一に裁判員“なり手”意識が極めて低
い点。第二にワーキングプアが裁判員に“狩り出され”たとき、その
10倍近い年収の裁判官と共に被告人の非行を諭して満足できる余
裕があるだろうかという点。第三に裁判官などの意識が問題。裁判
員制度を円滑に進めるためには700万とも800万とも言われるワー
キングプア世帯の問題を解決するのが先決ではないかという点。

杉原　弘修（国際学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 100人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50151号

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

宇都宮大学
世界の注目を浴びる中国の過去・現
在・未来

 中国は、約30年間におよぶ改革・開放政策により、飛躍的な経済
成長をとげ、年々、世界における役割りを拡大している。また日本
にとっても長い交流の歴史のある隣国であり、中国に対する正確な
認識がますます必要になっている。この講座では、中国とはどうい
う国なのか、中国人とはいかなる人々なのかを明らかにし、さらに
世界における中国の地位、日本との関係を考察し、それらを通じ
て、中国とどのように向き合っていけばよいかを考える手がかりとし
たい。

伊藤　一彦（国際学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年7月25日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50152号

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

宇都宮大学 イギリスに見る人々と社会の活力

　イギリスに行って驚くことは一般の人々に元気のあることです。こ
れはイギリス社会が長い間をかけて作り上げてきた努力の賜という
べきでしょう。本講習では、市民社会のモデルの一ついうべきイギ
リス社会の歴史を見て、日本社会の目指すべき方向を探りたいと
思います。取り上げるテーマは、奴隷貿易廃止運動、ナイチンゲー
ルの近代看護婦の育成、そしてBBCの創設と現在の役割の３つで
す。イギリスの誇るこれらの歴史は理念の明確さと意思の堅固さに
よって裏打ちされていることが明らかになるでしょう。

高際　澄雄（国際学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月7日 教諭 全教諭 6,000円 60人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50153号

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

宇都宮大学
音楽や映画を通した異文化理解－米
国を例に－

　米国の音楽や映画を見ながら、米国文学について考えていく。音
楽は１９世紀前半の大衆音楽から、２０世紀後半のいわゆるポピュ
ラーミュージックまでを扱う。映画は、主要なジャンルに絞り、特徴
を見ていく。こうした概観を通じて米国の歴史や文化について学ん
でいく。

米山　正文（国際学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年9月26日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50154号

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

宇都宮大学 目で見てさわれて食べられるDNA

毎日生で食べている野菜や果物、肉、魚にはDNAがたっぷりと含
まれている。そこで、自らが野菜からDNAを抽出し、DNAがエタノー
ルで沈殿すること、DNAが分解されること、DNAが核に存在するこ
とを実験的に確認する。この実験と講義を通して、DNAの基本的性
質や遺伝子とは何か、どうしてDNAが目で見えるのか、DNAを使っ
て何が出来るのかを理解し、さらに近未来へ続くバイオテクノロ
ジーの流れを体感する。

夏秋　知英（バイオサイエンス教育研究センター
                                      長・農学部教授）
松田     勝（バイオサイエンス教育研究センター
                                                  准教授）
西川　尚志（バイオサイエンス教育研究センター
                                                  准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成22年1月6日 教諭 全教諭 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50155号

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

宇都宮大学 日本と世界の食料問題

 ０８年現在，世界の穀物需給は逼迫し，穀物価格高騰が問題と
なっている。途上国を中心とした人口爆発と経済成長，地球規模の
環境問題が，こうした穀物価格高騰の背景にあり，２１世紀は食料
問題の世紀といわれている。講義では，こうした世界的食料需給の
動向と食料問題を概観しつつ，飽食の時代といわれる日本の食生
活変化を整理し，日本の食料政策のあり方を考察する。

秋山　 　満（農学部准教授）
神代　英昭（農学部講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月21日 教諭 全教諭 6,000円 100人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50156号

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

宇都宮大学 私たちの食料生産と環境

 本講義では，米であれ肉であれ私たちの食料の源泉は光合成に
あること，日本は米生産量の１.８倍ものトウモロコシを輸入している
こと，これにともなう環境問題と持続的農業の必要性を述べます．
本講義を通じて，食料生産や環境問題について現在を考える多様
な視点を知って，教師自らが考える契機となるとともに，子供たちに
食育や環境教育を行うことに資することを目的とします。

和田　義春（農学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日 教諭 全教諭 6,000円 150人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50157号

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

宇都宮大学 BSEと食の安全

 2001年、国内で初めてBSE（ウシ海綿状脳症）に感染した牛が発
見され、日本中がパニックに陥りました。本講義では、その後の
BSE検査体制や食肉安全対策、そもそもBSEとはどういう病気なの
か、なぜ危険なのかなどについて、ウシの飼養管理やそれを支え
るバイオテクノロジーの現状などを含めて幅広く解説します。また
附属農場の牛舎では、家畜の飼養管理の実際について見学・実習
します。

長尾　慶和（農学部准教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年11月14日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50158号

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

宇都宮大学 カラスから学ぶ生物学

 始めに、カラスという生物を生態の面から生活史など解説する。そ
の後、脳の発達、学習能力、視覚、羽装構造、硝化器、飛翔筋の
構成などについて哺乳類のそれらと比較しながら、カラスという動
物を中心にして、動物の体の仕組みと働きについて解説する。ま
た、脳および視覚については、これら器官の科学的解析方法を分
子生物学的側面、電子顕微鏡解析による超微細構造的側面から、
現在の科学的な生物解明のアプローチをまじえながら講義を行う

杉田　昭栄（農学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50159号

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

宇都宮大学 健全な水循環，良好な水環境の再生

講義は次の内容で構成される。①きれいな水と汚い水，②水質指
標，③水質汚濁過程（汚濁物質の排出から河川・湖沼の汚濁ま
で），④自然浄化作用，⑤人為的な水質浄化法，⑥物質循環の観
点から見た水質問題，⑦水環境の再生における市民参加の役割。
これらの項目を通じて，水質汚濁問題について理解を深め，水環
境の再生に向けた取り組みの方向性について考える。

後藤　章（農学部教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日 教諭 全教諭 6,000円 40人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50160号

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

宇都宮大学
子供たちに知ってほしい機械システ
ム工学の 先端の話

子どもたちへの科学技術の興味につながるような「機械システム工
学」に関連する次の分野について講義する。
①構造材料設計学　構造材料を開発する上で考えられる環境への
負荷を低減させる方策を分かりやすく講義する。
②磁気精密加工技術　磁気を利用して，目に見えない，工具が届
かない箇所の精密加工を実現する新技術「磁気援用加工法」につ
いて紹介する。
③ロボット学　ロボットに使われている様々な知見・技術について講
義する。

高山　善匡（工学研究科准教授）
鄒　　 艶華（工学研究科准教授）
尾崎　功一（工学研究科准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月26日 教諭 全教諭 6,000円 80人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50161号

028-649-5168
http://www.utsunomiya
-u.ac.jp
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

宇都宮大学 化学実験から化学の理論へ

　中学・高校の化学は，約90年前の考え方を中心に組み立てられ
ており，原子・分子の実体は覆い隠されている。金属イオンの系統
分析実験や典型的な有機合成実験は高校化学でも教科書にその
一部がよく紹介されているが，実際にこれらの実験を行い，その結
果を深く検討してみると，そこにはもっと複雑なミクロの世界が見え
てくる。これらの実験を通し，現代の化学の見方・考え方を紹介す
る。

上原　伸夫（工学研究科准教授）
大庭　亨　 （工学研究科准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月25日 教諭
　高等学校教員、中
学校教員（化学）

6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50162号

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

宇都宮大学
人々の暮らしの基盤を担う建築学と
建設工学－未来の技術者たちに聞
かせたいこと-

 本講座では建築学・建設工学に関するテーマを取り上げ、 新の
知見や研究課題等を紹介する。。
橋梁には種々の形式があるが、国内外の種々の橋梁の具体例を
確認するとともに、橋梁形式と構造力学との関係を概説する。
社会基盤整備の代表材料である高性能・高機能コンクリートの開
発技術の現状と展望を概説する。本講座では、地球環境、都市環
境、建築環境の各スケールにおいて、エネルギー消費量、CO2排
出量の観点から現状の問題点を俯瞰し、現在取組み始めている建
築レベルにおける取組みについて概説する。

中島　章典（工学研究科教授）
中村　成春（工学研究科准教授）
横尾　昇剛（工学研究科准教授）
阪田　和哉（工学研究科講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月24日 教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50163号

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

宇都宮大学 コンピュータネットワーク演習

　はじめに，コンピュータネットワークの基本であるCSMA/CD方式
などを学ぶ．次に，ネットワークの状況を把握する基本ツールとして
ping, ipconfig, netstat, nslookup, arp, routeなどを取り上げて，日々
利用しているネットワークの状況を把握する演習を行う。

青木　恭太（工学研究科准教授） 栃木県宇都宮市 6時間
平成21年8月22日，
平成21年8月29日

教諭 全教諭 6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50164号

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

宇都宮大学
児童生徒の心身両面における健康
支援

午前は学校精神保健の基本的な知識を概説したのち、それぞれの
現場で抱えている問題点をいくつか取り上げて、児童生徒の支援
体制の現状と課題について参加者とともに考える。
午後はまず、アレルギー疾患や心疾患、腎疾患、神経疾患など、
子どもの慢性疾患について概説し、次にそれぞれの疾患に合った
学校生活における管理の方法や、問題となっている事柄を解決す
るための方法・支援のあり方について考える。

吉野　啓子（保健管理ｾﾝﾀｰ教授）
永井　真由実（保健管理ｾﾝﾀｰ准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 60人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50165号

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

宇都宮大学
創造性を育むPBL  (Problem Based
Learning ) 型授業体験

 宇都宮大学工学部では、平成14年度から学部１年生にPBL型授
業科目「創成工学実践」を必修として課している。この授業の目的
は、工学部生に必要なアイディアの創出と、そのアイディアを形あ
るものにしてゆく過程を経験させ、その後の大学での勉強の位置
付けを悟らせることにある。今回の免許状更新講習では、この授業
科目の進め方を説明するとともに、実習を疑似体験していただく。

杉山　　　　均（工学研究科教授）
長谷川　光司（工学研究科准教授）
高木　 　淳二（工学部講師）
渡邊　 　信一（工学部准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年9月12日 教諭
小中学校教員
(理科,技術)

6,000円 25人
平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50166号

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

宇都宮大学 教師のためのファシリテーション

効果的な職員会議，効力感のある校内研修をすすめるためのファ
シリテーションの考え方と技法をを成人教育の視点から学んでいき
ます。講義と小グループでの活動などを織り交ぜて展開します。修
了認定は、小グループで作成する研修のまとめ（提案書）と個人の
ふりかえりカードの提出によって行います。

廣瀬　隆人（生涯学習教育研究センター教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50167号

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

宇都宮大学
働き方の大きな変化と学校における
キャリア形成支援

 近年、働くことを取り巻く環境、人々の働き方・働かせ方がかつて
なく変化・多様化している。こうした中で、個々人の自立・自律的な
キャリアデザインや働き方が求められ、そのためのキャリア形成支
援が各分野で模索されている。この授業では学校での進路指導や
キャリア教育などのキャリア形成支援に不可欠なこうした近年の雇
用の現状や動向の理解を深めるとともに、学校での実践のあり方
について考えを深めることに寄与するものとしたい。

末廣　啓子（キャリア教育・就職支援センター教授） 栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月3日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年3月16日～
平成21年3月30日

平21-
10018-
50168号

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

宇都宮共和大学
中学社会・高校公民の 新の教育方
法

主題１：生徒が、国際的視野と国家・地域的視野を相対的でホーリ
スティック視野に変換できる能力の育成を図って、時代対応型の知
識と技能の習得を目指す教材と授業案づくりを試みる。
主題２：生徒が地域の文化的事象等や自然的事象等に主体的に
向き合い、その探求方法や文化継承と創造の能力を身につける教
材と授業案づくりを試みる。
主題３：人間の尊厳に気づき、社会のあり方や個人の生き方につ
いての知識を日本国憲法を手がかりにして習得する教材と授業案
づくりを試みる。

三浦　軍三　宇都宮共和大学教授（現職）
　　　　　　　　東京学芸大学教授（前職）

栃木県宇都宮市 12時間
平成21年8月11日～
平成21年8月12日

教諭
職種（教諭）、学校
種（中学校、高等学
校、中等教育学校）

12,000円 30人
平成21年2月9日～
平成21年6月30日

平21-
30061-
50061号

028-650-6611
http://www.kyowa-
u.ac.jp

宇都宮共和大学
経済学分野の 新研究と教育への
応用

経済学と経済史の分野に分けて講義形式で行う。
ヨーロッパ経済の歴史と現状についてインターネットも利用しなが
ら、近年の研究動向を紹介し、学校教育現場での教材研究へのヒ
ントを提供する。
近年の経済学の進展を踏まえながら、 近の経済情勢を経済学を
使って分析し、中・高校教育との接点を意識した内容とする。

柳　敦　　　　宇都宮共和大学教授（現職）
　　　　　　　　追手門学院大学経済学部講師（前職）

佐藤　滋一　宇都宮共和大学教授（現職）
　　　　　　　　金沢経済大学経済学部講師（前職）

栃木県宇都宮市 6時間
平成21年8月10日～
平成21年8月10日

教諭 職種（教諭）、学校種 6,000円 30人
平成21年2月9日～
平成21年6月30日

平21-
30061-
50062号

028-650-6611
http://www.kyowa-
u.ac.jp

作新学院大学・作
新学院大学女子短
期大学部

造形表現と環境

前半は「造形表現力の発達段階」をテーマに、人格形成と深くかか
わりながら、多様で奥深く展開される表現活動を、子どもたちの育
つ姿を具体的に追いながらその発達段階について考察する。後半
では子どもを取り巻く環境について体験学習法と環境教育という新
たな視点から考察する。具体的には、子どもの「興味や関心」を引
き出す方法と「環境の構成」のあり方を講義と演習を通して考える。

赤羽　薫（幼児教育科教授）
青木　章彦（幼児教育科教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月4日 教諭
幼稚園・小学校・中
学校・高等学校・特
別支援学校教諭

6,000円 50人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
90910-
50441号

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

作新学院大学・作
新学院大学女子短
期大学部

企業と社会

企業は私たちの雇用を創出し、生活に必要な生産物を生み出すと
いう意味で不可欠な存在です。そのような企業とくに大企業が生ま
れておよそ100年、企業を対象とする経営学はその時々の問題意
識を反映して発展してきました。ここでは「企業と社会」、「企業と環
境」、「企業倫理」、「企業統治」の理論に分けて企業の社会におけ
るあり方を模索します。私たちの生活の現実を企業を通して検討し
ます。

那須野　公人（経営学部教授）
日高　定昭（経営学部教授）
前橋　明朗（総合政策学部准教授）
山口　厚江（経営学部・総合政策学部非常勤講師）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月5日 教諭
幼稚園・小学校・中
学校・高等学校・特
別支援学校教諭

6,000円 50人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
90910-
50442号

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

作新学院大学・作
新学院大学女子短
期大学部

暮らしと法律

近年、パートタイム労働者、派遣労働者などいわゆる非正規労働
者が増え、企業社会における就労形態が多様化している。本講で
は、働く者の身近にある法律を中心に講義する。新しい改正労働
関係法とその内容を具体的に解説し、併せて、生活に関連する福
祉、 低賃金などについても言与する。

中尾　久（総合政策学部教授）
堺　鉱二郎（総合政策学部教授）
荒木　宏（総合政策学部准教授）

栃木県宇都宮市 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼稚園・小学校・中
学校・高等学校・特
別支援学校教諭

6,000円 50人
平成21年5月1日～
平成21年5月31日

平21-
90910-
50443号

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

群馬県立女子大学
国文学でたどる群馬の歴史と風土
―古代をよむ―

六国史・古事記・木簡等の史料から上野国や上毛野氏関係の記述
を収集し、それらを元に、古代群馬の歴史を考える。併せて、上野
三碑や、万葉集の東歌・防人歌の中から上野国のものの読解を行
う。また、群馬県内の地名を、言語・歴史の両面から考察したり、群
馬県内に所在する古代の史跡を、地図や写真を示しつつ紹介する
ことも行いたい。

北川 和秀（文学部教授）
群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50408号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

群馬県立女子大学
国文学でたどる群馬の歴史と風土
―句碑・漢文碑をよむ―

地域の文化的、歴史的特性などに応じた地域密着型の教育実践
に関して理解を深めることを目的に、群馬県に点在する芭蕉句碑
や翁塚などを近世期上州文壇の豊饒を象徴する教材として取り上
げ、短詩型文学「百花繚乱」の近代群馬に連続する〈豊かな文学的
土壌〉の再発見・再評価を図る。また、群馬県内の漢文碑を取り上
げ、漢文読解上の基礎となる語法について理解を深めて読解力の
向上を図る。併せて、韻文指導の創意工夫や群馬県における漢文
碑の読解状況等についても検討したい。

濱口 富士雄（文学部教授）
安保 博史（文学部教授）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50409号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
国文学でたどる群馬の歴史と風土
―知られざる作家をよむ―

群馬県出身作家の、特に群馬を舞台とした小説を取り上げる。中
澤静雄や倉田潮といった大正期を中心に活躍したものの、これま
であまり知られてこなかった作家の小説を扱い、本文の読解に取り
組むとともに、そこに描かれた風土にも着目する。小説の舞台は会
場に近いので、実地に赴いて理解を深めることも予定している。

市川 祥子（文学部専任講師）
群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50410号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
英米文化世界の魅力
―絵・写真篇―

絵や写真の分析を通じて、英米文化の深層構造を探る本講座は、
二つの部分から構成される。第一部では、18世紀の半ばまで西欧
において支配的であった世界観について、当時英国で作られた図
像からその実相を読み解く。第二部では、「新大陸」アメリカに目を
転じ、主に写真という「新しい」メディアがいかにアメリカのセルフ・イ
メージを描き出してきたかを探り、アメリカを巡るアイデンティティの
問題を検討する。

小林 徹（文学部准教授）
日高 優（文学部専任講師）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50411号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
英米文化世界の魅力
―映画篇―

昨今の高度メディア化社会において、映像メディアが子供たちに対
して持つ影響力はいかなるものなのか。本講座ではハリウッド映画
を例に、実際に作品を鑑賞しながら、①その典型的形式の特徴と
それが根差す社会的価値観、②ハリウッド映画とアメリカ社会の政
治的・社会文化的問題との相互作用の歴史、という２点を掘り下
げ、この問題への回答を探る。

木下 耕介（文学部専任講師）
群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50412号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
英米文化世界の魅力
―文学篇―

英米文学の名作(翻訳）二作品について講義します。イギリス文学
からは、ヴァージニア・ウルフの小説『灯台へ』をとりあげ、朗読、鑑
賞しながら、作品の主題である「時の経過」をめぐる物語、人びとの
姿、そして作品の背景となった時代について解説します。アメリカ文
学からは　J.D. サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』をとり
あげ、さわりの部分を紹介しながら、この作品の奥深くに隠されて
いる作者自身の物語とメッセージを読み解きます。

島田 協子（文学部専任講師）
高橋 美穂子（文学部教授）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50413号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
芸術の世界
―美と芸術を考える―

本学美学美術史学科の「美学」の教員が、現代における美と芸術
について講義します。電子メディアが普及し、誰もがネットで作品を
発表できる時代、高級文化と大衆文化の境界も崩れ、意味よりも
「感性」が重視される時代、私たちの芸術や美のとらえ方も大きく、
また急速に変化しています。この講義では、美術に限らず、ダンス
などのパフォーマンス芸術も含めた具体的な事例によって、現代に
おける美と芸術のあり方を探ります。

北野 雅弘（文学部教授）
武藤 大祐（文学部専任講師）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50414号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
芸術の世界
―芸術を観る―

本学美学美術史学科の「美術史」の教員が、西洋美術史と日本美
術史の専門分野から、美術作品を通して芸術を観るポイントを講義
します。西洋美術史では、テーマを設定して、古代から近代までの
ヨーロッパの美術作品をみていきます。日本美術史では、中・近世
の絵画の中から特に水墨画をとりあげます。水墨画のもつ造形的
な豊かさ、おもしろさについて、また、外来美術である水墨画の日
本絵画史に果たした役割・意義について理解を深めます。

藤沢 桜子（文学部准教授）
大石 利雄（文学部専任講師）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月6日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50415号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
芸術の世界
―芸術を創る―

本学美学美術史学科の「実技系」の二人の教員の指導によるデッ
サンやデザインの実技体験を行います。その上で、大学における
芸術の創造教育についての基本的な知識および様々な理論を解
説しながら、体験した作品について講評をします。更に、講師と受
講生による自由な質疑応答を行います。

高橋 綾（文学部准教授）
山崎 真一（文学部准教授）

群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校・中学校・高
等学校教員

6,000円 20人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50416号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学
発達が気になる子どもへの支援―
ケース研究

発達障害児に対する理解を深めると同時に、受講者が担当する子
どもに対する支援の具体的方法について検討する。子どものアセ
スメントから始めて、具体的支援の目標設定、方法、実施、結果の
考察、ケースレポートの作成までを、約半年かけて行う。したがっ
て、講習は2期（各3時間づつ）に分けて行う。

毛塚 恵美子（文学部教授）
群馬県佐波郡玉
村町

6時間
平成21年8月1日,
平成22年3月6日

教諭
養護教諭

全教員 6,000円 10人
平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50417号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬県立女子大学 男と女の社会学(教育と性差)

現代日本のさまざまな「子ども問題」を、「男は外で仕事、女は家庭
で家事育児」という日本の性役割という視点から分析し、「男女共
同参画社会」の実現の必要性と教員の役割について考えます。ま
た、諸外国のライフワークバランスの状況について理解を深め、学
校教育が果たすべき役割についても考えます。

佐々木 尚毅（文学部教授）
群馬県佐波郡玉
村町

6時間 平成21年8月8日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 20人

平成21年5月1日～
平成21年6月15日

平21-
20013-
50418号

0270(65)8511
http://www.gpwu.ac.jp
/ext/renew/index.html

群馬社会福祉大学
特別支援教育の視点による児童生
徒への適切な支援を考える－医学・
心理・教育の 新知識－

平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ，
すべての学校において，障害のある児童生徒一人一人の教育的
ニーズを把握し，生活や学習上の困難を改善・克服するため，適切
な指導及び必要な支援を行うことが求められるようになった。本講
座では，特別支援教育をすすめるにあたって必要な「医学」「心理」
「教育」の知識を学習し，個別支援計画を作成・実行するためのノ
ウハウを習得することを目的とする。

境原　三津夫（教授）
江原　京子（講師）
森　慶輔（講師）

群馬県前橋市川
曲町

6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高
等学校・特別支援
学校教諭・養護教
諭

6,000円 80人
平成21年2月6日～
平成21年4月24日

平21-
30071-
50419号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp

群馬社会福祉大学
児童生徒をどのように理解するか－
福祉の観点から見た生徒指導・教育
相談－

近年，生徒指導や教育相談を行う上で，児童期・思春期の精神疾
患や児童福祉の知識は必要不可欠なものとなっている。本講座で
は，「児童期・思春期のメンタルヘルスと学校における対応」「児童
福祉諸機関と学校との関わり」「スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカーの上手な使い方」などについて理解を深めるこ
とを目的とする。

浅野康夫（講師）
矢嶋　衛（講師）
鈴木秀夫（講師）
森　慶輔（講師）

群馬県前橋市川
曲町

6時間 平成21年8月20日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高
等学校・特別支援
学校教諭・養護教
諭

6,000円 80人
平成21年2月6日～
平成21年4月24日

平21-
30071-
50420号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp

群馬社会福祉大学
社会福祉施設の理解－実践活動の
ための基礎知識－

近年、総合学習の時間等を使い、福祉施設での体験学習を行う機
会が増えている。福祉施設は身近なものであるものの、実際には
どのような制度に基づき、どういったことが行われているのかを
知っている教員、児童生徒は少ないものと思われる。そこで、本講
習においては、福祉施設での体験学習・ボランティア活動等を実施
するにあたり、知っておくべき知識の習得を主たる目的とする。

吉野　芳郎（講師）
石坂　寛利（講師）
土屋　昭雄（助教）
富澤　一央（助教）
大竹　　勤（講師）

群馬県前橋市川
曲町

6時間 平成21年8月21日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高
等学校・特別支援
学校教諭・養護教
諭

6,000円 60人
平成21年2月6日～
平成21年4月24日

平21-
30071-
50421号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

群馬社会福祉大学
福祉現場での体験学習－福祉・介護
の基礎知識とボランティア実践－

近年，総合的学習の時間等で福祉施設での体験学習を行う機会
が増えている。福祉施設は身近な施設であるものの，実際にどの
ようなことが行われているのかを知っている生徒，教員は少ない。
そこで本講習では，中学校・高等学校で福祉施設での体験学習を
実施する際に知っているべき知識・技術を習得し，実際に福祉施設
でボランティアを行い，理論と実践から指導のポイントを学ぶことを
目的とする。

関口　喜久代（准教授）
佐野　雪江（准教授）
多田出　洋子（准教授）
片桐　幸司（講師）

群馬県前橋市川
曲町及び高崎市

6時間 平成21年8月21日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高
等学校・特別支援
学校教諭・養護教
諭

6,260円 20人
平成21年2月6日～
平成21年4月24日

平21-
30071-
50422号

027-253-0294
http://www.shoken-
gakuen.ac.jp

星槎大学 次代に伝える環境教育を学ぶ

本講座では、「地球環境と人間活動について、次代を担う子供たち
に伝えねばならないこと」をテーマに講習内容を設定する。地球環
境の現状理解（アースシステム理解）、地球上の生きものに関して
の理解（生物多様性理解）を通じて、現在地球上でおきている人間
活動による環境問題を取り上げ、持続可能な世界の構築のために
何が必要か考える。どの学校種であっても、子供たちの前に立つ
教員にぜひ受講してほしい。

坂上寛一（共生科学部教授）
森川和子（共生科学部教授）
下野　洋（共生科学部教授）
坪内俊憲（共生科学部准教授）

埼玉県さいたま
市

18時間
平成21年8月1日～
平成21年8月3日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50496号

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

星槎大学 小学校教科指導講座

本講座では、小学校における各科目の教科指導に関して、新学習
指導要領も踏まえ、それぞれで見落としがちなポイントを学修する
ことによって、日常の教育活動の振り返りをするとともに、更なる教
科指導力の向上を図ることを目的とする。また、あわせて英語教育
活動の基礎的内容も含めて18時間の講習を行う。

伊藤　嘉一（共生科学部教授）
金子　肇（星槎中学・高校校長、2009年共生科学部
教授着任予定）
福島　紘（横浜市こども青少年局 心理・発達相談員、
2009年共生科学部准教授着任予定）
長井　梢（星槎高等学校非常勤講師、2009年共生科
学部教授着任予定）
三浦　和弘（横浜市教育委員会事務局教育センター
研究・研修・指導課授業改善支援員、2009年共生科
学部非常勤講師着任予定）
佐々木　孝（2009年共生科学部非常勤講師着任予
定）

埼玉県さいたま
市

18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭 小学校教諭向け 24,000円 20人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50511号

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

十文字学園女子大
学

教育内容・方法の充実Ⅰ
（教員の資質の向上をめざして）

　開設10科目のうち講習時間が2時間と4時間のものをそれぞれ1
つずつ選択して受講する。
◇講習時間・2時間
　子どもをとりまく音楽を考える/小学校低学年の生活科の学習/子
どもと読書/児童虐待の発見と対応/ｅー黒板を活用した授業設計
◇講習時間・4時間
　 なわとび運動を事例にした体育科指導法の研修/社会科学習の
中の資料活用の在り方と意義/子育て支援の潮流と課題/食育・食
指導/情報社会とモラル・セキュリティ

赤井（工藤）美智子　（人間生活学部 教授）
金勝　裕子　 　　　　　（人間生活学部 教授）
流田　直　　　　　　　  （人間生活学部 教授）
皆川　美恵子　　　　　（人間生活学部 教授）
井口　磯夫　　　　　　 （人間生活学部 教授）
黒瀬　任通　　　　　　 （人間生活学部 教授）
青木　孝志　　　　　　 （人間生活学部 教授）
山本　悟　　　　　　　  （人間生活学部 准教授）
名倉　秀子　　　　　　 （人間生活学部 准教授）
込江　雅彦　　　  　　 （社会情報学部 准教授）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月10日 教諭
幼稚園、小学校、中
学校、高等学校

6,000円 150人

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

平21-
30084-
50449号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

教育内容・方法の充実Ⅱ
（教員の資質の向上をめざして）

　開設11科目のうち、講習時間が2時間と4時間のものをそれぞれ1
つずつ選択して受講する。
◇講習時間・2時間
　 子どもの歌唱指導における留意点について/線分で表す正数の
概念/不登校問題の理解とそれへの対応/言葉と心/校務で必要な
情報機器の活用Ⅰ（ワード）
◇講習時間・4時間
　 児童英語の実践/導入に手品を使う理科授業の設計/いじめ問
題の理解とそれへの対応/今日的「表現」の意味―要領改訂を踏
まえて―/アメリカの公民権運動の歴史と2008年大統領選挙/学校
でのパソコンネットワークの利用

湊　和夫　　 　（社会情報学部 特任教授）
田倉　昭　　 　（社会情報学部 教授）
中尾　茂子　  （社会情報学部 教授）
曽我　淑人　  （人間生活学部 教授）
平田　智久　　（人間生活学部 教授）
井口　磯夫　　（人間生活学部 教授）
萩原　昌好　　（人間生活学部 教授）
神山　輝夫　　（人間生活学部 教授）
江川　玟成　　（人間生活学部 教授）
Betsy Longacre-Terada　（十文字学園女子大学短期
大学部文学科英語英文専攻准教授）
加藤　陽子　　（人間生活学部 講師）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月11日 教諭
幼稚園、小学校、中
学校、高等学校

6,000円 150人

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

平21-
30084-
50450号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

教育内容・方法の充実Ⅲ
（教員の資質の向上をめざして）

　開設9科目のうち講習時間が2時間と4時間のものをそれぞれ1つ
ずつ選択して受講する。
◇講習時間・2時間
　音楽・リズムあそび・全身を使った音楽表現/教育のいまを読み
解く -子どもの社会性形成を考える-/"子どもの権利条約"を楽しく
学ぼう！/校務で必要な情報機器の活用Ⅱ（エクセル）
◇講習時間・4時間
　算数科の指導と学級経営/創造性思考力を育む発問の仕方/か
らだを使ったアイスブレイク 授業への応用/国際理解から国際協力
へ/ＩＣＴを活用した授業づくり

橋本　ヒロ子　 （社会情報学部 教授）
中尾　茂子　　 （社会情報学部 教授）
増田　吉史　　 （人間生活学部 教授）
清水　玲子　　 （人間生活学部 教授）
伊藤　わらび 　（人間生活学部 教授）
江川　玟成 　　（人間生活学部 教授）
安達　一寿 　　（社会情報学部 准教授）
飯田　路佳  　 （社会情報学部 講師）
綾井　桜子 　　（人間生活学部 講師）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月12日 教諭
幼稚園、小学校、中
学校、高等学校

6,000円 150人

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

平21-
30084-
50451号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

発達障碍の理解と援助（第35回幼児
教育講習会）

幼稚園教員を対象にした幼児教育講習会（第35回）で行う発達障
碍の理解と援助について幼稚園教育の現状と課題についてグ
ループ討議等を行い、教員としての理解を深める

上垣内　伸子　（人間生活学部 教授）
宮﨑　豊　　　　（人間生活学部 准教授）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月8日 教諭 幼稚園 6,000円 50人

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

平21-
30084-
50452号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

学校の特色を生かした保健室経営

　学校において子どもの健康づくりを効果的に推進するには、学校
保健活動のセンタ－としての役割を果たしている保健室の経営の
充実を図ることが重要である。学校の特色を活かしながら、子ども
の心身の健康の保持増進を推進するための保健室経営のありか
たについて考え、保健室経営計画の作成を試みるものである

松野　智子　　（人間生活学部 准教授） 埼玉県新座市 6時間 平成21年8月10日 養護教諭 養護教諭 6,000円 50人

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

平21-
30084-
50453号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

知っておきたい医療情報

学校における救急処置の中心的な存在である養護教諭の行う救
急処置は、症状の的確な見極めと医療機関等への受診等を含め
ての初期対応が重要である。そこで、日々進歩している 新の医
療に関する情報に触れることや知識を得るための学習をする。

・清澤　智晴  （防衛医科大学校形成外科
　　　　　　　     准教授（兼）防衛医科大学校
　　　　　　　　   病院形成外科部長）
・草刈　　章　 くさかり小児科医師（所沢市）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月12日 養護教諭 養護教諭 6,000円 50人

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

平21-
30084-
50454号

048-477-0579（直
通）

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

十文字学園女子大
学

健康課題の理解と対応方法

子どもの抱える心の健康問題は、心理的問題にとどまらず医学的
な対応まで必要とする問題が含まれていると言われ、メンタルヘル
スのあらゆる領域に及んでおり、なかでも脳科学との関わりが明ら
かにされてきている。こうしたことを踏まえ、メンタルヘルスに関する
正しい理解を持つことが必要である。ここでは、脳科学と発達障害
に関すること、養護教諭に必要なカウンセリングスキルに関するこ
とを習得するものである。

平田　智秋　　（人間生活学部 講師）
加藤　陽子　　（人間生活学部 講師）

埼玉県新座市 6時間 平成21年8月11日 養護教諭 養護教諭 6,000円 50人

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

平21-
30084-
50455号

048-477-0579（直
通）

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

女子栄養大学 食の機能を考える― 新情報から

以下の3項目について、各120分づづ講義を行う（筆記試験を含
む。）。
1.野菜類の生理機能を抗酸化成分を中心に 新研究を紹介し、野
菜類摂取の重要性について考える
2.魚油の脳機能の活性化成分とその作用メカニズムについて 近
の研究を紹介し、魚食の意義について考える
3.新タイプ食品の保健機能食品（栄養機能食品・特定保健用食品）
を解説し実例を紹介し、その利用の意義について考える

五明　紀春（栄養学部教授）
鈴木　平光（栄養学部教授）
三浦　理代（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50456号

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

32 / 110 ページ

http://www.shoken-gakuen.ac.jp/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.seisa.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
http://www.jumonji-u.ac.jp/�
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

女子栄養大学
食の安全性を考える―リスク低下の
観点から

以下の3項目について、各120分づつ講義を行う（筆記試験を含
む。）。
1.食品のリスクをいかに低減させるかー微生物性食中毒
2.食品のリスクをいかに低減させるかー化学性食中毒
3.食品のリスクをいかに低減させるかー食の安全性と海外情報

上田　成子（栄養学部教授）
桑原　祥浩（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月10日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50457号

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

女子栄養大学
食の地域連携を考える―実践事例か
ら

以下の3項目について、各120分づつ講義を行う（筆記試験を含
む。）。
1.坂戸市立小・中学校における食育の推進について
　　食育全体計画・年間計画・各教科等で実施している「食に関す
る指導」
2.教育ファームで子ども達にどんな力を育ててほしいか
　　酪農教育ファーム認定牧場における事例
3.児童（中学年）と保護者への食育の実践
　　埼玉県における教材開発の事例

山中 伊久枝（坂戸市立三芳野小学校長）
亀田　康好（シンボライズファーム亀田牧場代表（酪
農教育ファーム認定牧場））
岡﨑　光子（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月11日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50458号

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

女子栄養大学
養護教諭基礎演習Ⅰ―心と体のヘ
ルスアセスメント

以下の項目について、講義・演習を行う（筆記試験を含む。）。
1.今なぜ心と体のヘルスアセスメントなのか（講義・演習60分）
2.ヘルスアセスメントとは何か（講義60分）
3.ヘルスアセスメント力の技術習得（講義・演習120分）
4.ヘルスアセスメントの総合力の形成（講義・演習60分）
5.評価・・・ヘルスアセスメントに関する知識理解度、演習経験の重
要ポイント記述、関係者・保護者への説明力（筆記試験・小レポート
60分）

三木　とみ子（栄養学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月17日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50459号

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

女子栄養大学
養護教諭基礎演習Ⅱ―学校保健の
効果的な推進

健康推進に効果的な理論モデルについて、120分3回の講義・演習
を行う（筆記試験を含む。）。
1.アセスメントと優先順位の考え方（情報交換と共有）、職業的倫理
（講義・演習120分）
2.課題と目標づくり：観察、生活行動のデータ、事例をモデルに（講
義・演習120分）
3.課題（目標）達成のプロジェクトをコーディネート：５W１H、参加型、
連携、社会資源／筆記試験・ミニレポート（講義・演習120分）

鎌田　尚子（栄養学部教授） 埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月18日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50460号

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

女子栄養大学
養護教諭応用演習（ワークショップ形
式）

以下について、60分6回の講義・演習を行う（筆記試験を含む。）。
養護教諭基礎講習Ⅰ（心と体のヘルスアセスメント）、養護教諭基
礎講習Ⅱ（学校保健の効果的な推進）の両方の修了者が受講する
ものとし、課題ワークショップを学校種別、経験年齢別のグループ
に分けて講習する。
ワークショップ１（60分）、ワークショップ2（60分）、ワークショップ3
（60分）、ワークショップ4（60分）、ワークショップ5（60分）
筆記試験、小レポート／課題発表（60分）

鎌田　尚子（栄養学部教授）
三木　とみ子（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市 6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 50人

平成21年4月10日～
平成21年4月30日

平21-
30087-
50461号

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

千葉大学 新しい時代の国語Ⅰ

　この講座は、新しい時代にふさわしい「国語」の授業を展開するた
めに必要な応用力を養成することを目標とする。今年度は、国語
学、国文学・古典、国語科教育の三分野の教員が各６時間ずつの
講義を担当する。

伊坂　淳一（教育学部教授）
寺井　正憲（教育学部教授）
鈴木　宏子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中学
校教諭

18,500円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50553号

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

千葉大学 新しい時代の国語Ⅱ

　この講座は、新しい時代にふさわしい「国語」の授業を展開するた
めに必要な応用力を養成することを目標とする。今年度は、国語
学、国文学・古典、国語科教育の三分野の教員が各６時間ずつの
講義を担当する。

伊坂　淳一（教育学部教授）
寺井　正憲（教育学部教授）
鈴木　宏子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中学
校教諭

18,500円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50554号

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

千葉大学 新しい時代の国語Ⅲ

　この講座は、新しい時代にふさわしい「国語」の授業を展開するた
めに必要な応用力を養成することを目標とする。今年度は、国語
学、国文学・古典、国語科教育の三分野の教員が各６時間ずつの
講義を担当する。

伊坂　淳一（教育学部教授）
寺井　正憲（教育学部教授）
鈴木　宏子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中学
校教諭

18,500円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50555号

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

千葉大学 地域社会を読む

　本講座では、千葉という地域に注目し、地域社会の成り立ちや特
質に関わる事象、地域史料などを分析する視点や方法について論
じる。そして、その分析視点や方法を活用した地域学習の方法に
ついて論じる。
　(1) 日本の基層文化と地域社会の成り立ち（６時間）
　(2) 千葉県内史料から江戸時代を読む（６時間）
　(3) 子ども・地域の変化と社会科授業づくりの視点（６時間）

竹内　裕一（教育学部教授）
井上　孝夫（教育学部教授）
後藤　雅知（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小・中・高等学校教
諭

18,000円 70人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50556号

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

千葉大学 現在世界の諸問題

　現在の世界には様々な問題が出現している。それらは10年前に
は考えられないものであったり、同様なものでもまったく異なる構造
を有していたりする。そこで、本講座では科学の 新成果を踏ま
え、現在世界の諸問題に迫るとともに、その教材化の方法につい
て論じる。
　(1) 温室効果ガスに伴う気候変動（６時間）
　(2) グローバリゼーションと政治課題（６時間）
　(3) 現在世界の諸問題の教材化（６時間）

戸田　善治（教育学部准教授）
磯崎　郁夫（教育学部教授）
三澤　正（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小・中・高等学校教
諭

18,000円 70人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50557号

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

千葉大学 現代の精神世界

　現代社会は絶えざる技術革新による産業構造や経済構造の変
化の結果、新しい問題を生み出している。そのうち特に現代の精神
世界の状況やそれへの関わり方と、そのような状況の下での社会
科教育のあり方を検討する。
　(1) アーレント『精神の生活』を読む（６時間）
　(2) 倫理世界の構図（６時間）
　(3) 現代社会の状況と公民教育の課題（６時間）

田中　健夫（教育学部教授）
佐藤　和夫（教育学部教授）
加茂　英臣（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小・中・高等学校教
諭

18,000円 70人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50558号

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

千葉大学 数学の魅力１
　中学校及び高等学校数学の学習指導要領に基づき、各内容の
基礎となっている数学的内容を代数学、幾何学、解析学、応用数
学の四つの分野から受講者とともに考察をしていく。

澤辺　正人（教育学部准教授）
丸山　研一（教育学部教授）
中井　達（教育学部教授）
劔持　信幸（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月25日～
平成21年8月27日

教諭
中学校教諭・高等
学校教諭

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50559号

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

千葉大学 数学の魅力２

　小学校学習指導要領に基づき、算数の四つの領域（式と計算、
図形、量と測定、数量関係）にわたり、各内容の基礎となっている
数学的内容を代数学、幾何学、解析学、応用数学の四つの分野か
ら受講者とともに考察をしていく。

澤辺　正人（教育学部准教授）
丸山　研一（教育学部教授）
中井　達（教育学部教授）
劔持　信幸（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月25日～
平成21年8月27日

教諭
小学校教諭・中学
校教諭・特別支援
学校教諭

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50560号

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

千葉大学 算数指導の方法

 小学校学習指導要領に基づき，算数科の４領域（式と計算，図
形，量と測定，数量関係）にわたり，各内容の重点と指導方法の要
点について，具体的な授業構成を視野に入れて取り上げ，受講者
とともに考察していく。

松尾　七重（教育学部准教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月18日～
平成21年8月20日

教諭
幼稚園教諭・小学
校教諭・中学校教
諭

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50561号

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

千葉大学 数学指導の方法

　中学校学習指導要領に基づき、数学の三つの領域（数と式、関
数、図形）にわたり、各内容の重要点と指導方法の要点について、
具体的な授業の構成を視点に入れて取り上げて受講者とともに考
察をしていく。必要に応じて高等学校数学との関連を取り上げてい
く。

島田　和昭（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月18日～
平成21年8月20日

教諭
中学校教諭・高等
学校教諭

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50562号

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

33 / 110 ページ

http://www.chiba-u.jp/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.eiyo.ac.jp/menkosin/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.jp/�
http://www.chiba-u.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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

千葉大学 実験を体験する物理の学習法と教具

　物理を自らが現象や法則を実験で確かめるという体験を通して学
ぶ方法は理解の深まりや好奇心の高揚，記憶の定着において優
れている。小型で安価で組立式の新しい実験装置（通称：パーソナ
ルデスクラボ、PDL）を用いることによって生徒一人ひとりが体験す
る物理実験を一つの教室内で一斉に指導することが可能になっ
た。PDLを用いた教育の実施例を紹介する。また参加者はいくつか
のPDL装置を実際に製作して使用する。

東崎　健一（教育学部教授）
加藤　徹也（教育学部准教授） 千葉県千葉市 18時間

平成21年8月10日～
平成21年8月12日

教諭
中学校・高等学校
教諭

18,000円 25人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50563号

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

千葉大学
日常生活と小学校理科
　－小学校教員のための理科－

　小学校理科の教科書で取り上げられている教材や，日常生活で
利用，経験する身近な理科に関する現象を，化学・生物・地学等の
各分野で扱い，小学校理科を指導するために必要な基礎的素養
の育成をはかる。水や空気，動物や植物，星空や石などを題材に
して興味を引く授業を作るヒントを探る。理科教材の選択や開発の
手がかりを得るための簡単な実験や実習，観察を授業のなかで行
うこともある。

山崎　良雄（教育学部教授）
畑中　恒夫（教育学部教授）
林　英子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月10日～
平成21年8月12日

教諭 小学校教諭 18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50564号

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

千葉大学
新しい要素を取り入れた化学の授
業・実験作りを考える

長い間同じ授業を行っているとさまざまな点でパターン化すること
が多い。パターン化すると授業は楽になるが、ものの見方は一方
的になり、新しいものを取り入れようとする姿勢も失われる。本講座
はこの点に着目し、客観的な推論の仕方を再確認して、新しいもの
を取り入れた授業展開に必要な要素を考えていく。

山田　哲弘（教育学部教授）
林　英子（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月3日～
平成21年8月5日

教諭
中学校教諭・高等
学校教諭

18,000円 25人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50565号

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

千葉大学
新学習指導要領に対応した理科のカ
リキュラム・授業づくり・評価

　新学習指導要領に対応した理科のカリキュラム・授業づくり・評価
について，附属小・中学校での実践事例や 新の理論を紹介しな
がら，そのあり方を受講者とともに検討する。
(1)実社会・実生活とつながる＝生涯学習の視点をもつ教材構成(６
時間)
(2)深い学びをめざした授業づくり・コミュニケーション活動を導入し
た授業例(６時間）
(3)学習指導・評価のあり方について考えるための基礎的・基本的
な知識の習得と深い理解をめざす(６時間）

山下　修一（教育学部准教授）
鶴岡　義彦（教育学部教授）
藤田　剛志（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中学
校理科教員

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50566号

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

千葉大学 小学校英語講座
小学校教員を対象として、教師自身の英語運用能力の向上および
児童に対する実践的な英語指導法の学習を目的とします。

アレン玉井光江（教育学部教授）
大井　恭子（教育学部教授）
平出　昌嗣（教育学部教授）
西垣　知佳子（教育学部准教授）
ホーン、ベヴァリー（教育学部外国人教師）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭 小学校教諭 18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50567号

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

千葉大学 英語力パワーアップ講座

　中学校・高等学校英語科教員を対象として、教師自身の英語運
用能力の向上および生徒に対する英語指導能力の向上を図ること
を目的とします。コミュニケーション・スキルから文学鑑賞に至るま
で多岐にわたり、多角的・総合的に英語指導の力を高めます。

アレン玉井光江（教育学部教授）
大井　恭子（教育学部教授）
平出　昌嗣（教育学部教授）
西垣　知佳子（教育学部准教授）
ホーン、ベヴァリー（教育学部外国人教師）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭 中・高等学校教諭 18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50568号

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

千葉大学 音楽授業の充実は学校づくりの要

　音楽の授業は子どもと教師がともにつくっていくものである。それ
は、子どもたちの創造的で豊かな音楽活動を引き出していくよう
な、教師の可能性に満ちた指導によって支えられるものである。本
講座では、このような音楽科教育の理念を実現するために必要と
なることを、新小学校学習指導要領(総則及び音楽）の内容検討、
望ましい教材研究の進め方、指導と評価の進め方の三つの視点
から検討していく。

金本　正武（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭 小学校教諭 19,900円 30人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50569号

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

千葉大学
豊かな音楽性を育む歌唱活動の再
考

　歌唱活動はもっとも身近な音楽活動として、学校教育ではその中
核的な役割を果たしてきた。しかし音楽活動の基盤としての役割り
を十分に果たした活動であったかどうか、生きる力や人間力の育
成が重要視される今、見直し吟味をする必要がある。本講座では
こうしたことから、成長段階に応じた歌唱活動のあり方について多
角的に実践を通して研修者相互に検証し合う。

宮野　モモ子（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月6日～
平成21年8月8日

教諭 小学校教員 18,000円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50570号

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

千葉大学 フレスコ画による題材開発

　絵画の歴史において、フレスコ画は重要な位置を占めています。
　イタリア・ルネサンス期には 盛期を迎えました。この古典技法を
教育現場で実践可能な題材として、どの様に生かせるか、ズグラ
フィート技法などで、身近な材料によるフレスコ画制作を行います。

金森　良泰（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月18日～
平成21年8月20日

教諭 小・中学校教諭 20,000円 20人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50571号

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

千葉大学 造形教育の基礎

　造形の基礎とは何か、についてあらためて考えていく。
　表現するという行為と、それに伴う造形要素、材料、技術との関
係について、理論と実習の両側面から学習する。
　(1)表現の歴史、様式の変遷、造形教育の変容、および造形要素
（色彩、形態、材質感）についての講義（6時間）
　(2)色彩・形態・テクスチュアを学習する実技課題Ⅰ（6時間）
　(3)色彩・形態・テクスチュアを学習する実技課題Ⅱ（6時間）

後藤　雅宣（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月1日～
平成21年8月3日

教諭 全教諭 18,000円 20人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50572号

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

千葉大学 思考する図画工作

　図工美術が、単に技術の修得や楽しむという意味だけの遊びで
はなく、まず個々の児童生徒が自己の考えを持ち、さらにそれを表
現するということの重要性を演習を通して確認する。
(1)色彩を使用したアイスブレーキング
(2)具体的目的を持った題材を実践体験する

加藤　修（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月6日～
平成21年8月8日

教諭 小学校教諭 18,000円 20人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50573号

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

千葉大学
身体運動とスポーツの可能性を再発
見する

　体育は身体運動を媒体として豊かな人間形成に寄与するという
役割を担っている。体育で取り扱う身体運動には当然様々なス
ポーツが内包され、それらの運動特性や文化特性を生かして効果
的に目的を達成することも重要である。しかし、それだけにとどまら
ず、新たな身体運動の開発や再発見を加味することによって、体育
の教育効果を飛躍的に高められる可能性がある。本講座では、ス
ポーツという枠組みだけにとらわれず、様々な身体運動の可能性
について講義と実践を通じて理解を深めることを目的とする。

瀧澤　文雄（教育学部教授）
佐藤　道雄（教育学部教授）
小宮山伴与志（教育学部教授）
杉山　英人（教育学部教授）
西野　明（教育学部准教授）
下永田修二（教育学部准教授）
七澤　朱音（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭
小・中・高等学校教
諭

18,000円 70人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50574号

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

千葉大学 身体運動とコミュニケーション

　私たちは身体を使って生活していながら、便利になった社会の陰
で、この も大切な身体のことを忘れがちです。講座では、日常の
生活ではあまり体験できないいろいろな身体運動に参加することを
通して、「身体で考える」、「身体を使ったコミュニケーション」、「身
体で新しいことに挑戦して学ぶ」ということを考える。
　①身体で考える、身体を使ったコミュニケーション（アイスブレーキ
ングを兼ねて）
　②身体を使ってみる、モノを扱う、道具でモノを扱う
　③身体で表現する、身体で新しいことに挑戦して学ぶ

谷藤　千香（教育学部准教授）
片山　孝重（教育学部教授）
日高　哲朗（教育学部教授）
藤田　幸雄（教育学部教授）
吉岡　伸彦（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭 全教諭 18,000円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50575号

043-290-2640 http://www.chiba-u.jp
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

千葉大学 技術・技術教育再入門

　日本の産業の根幹をなす技術の基礎・基本を教育することは，こ
れからの世界の中での日本のアイデンティティーを確かなものにす
るために必要不可欠なことです．本講座では，電気・電子・情報・機
械・栽培・技術教育の各教員がオムニバス形式で技術に関する話
題を平易に解説することにより，現代社会における技術的問題や
課題について考えます。

岡本　邦人（教育学部教授）
依田　有弘（教育学部教授）
大河内信夫（教育学部教授）
山野　芳昭（教育学部教授）
板倉　嘉哉（教育学部准教授）
飯塚　正明（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月17日～
平成21年8月19日

教諭 中学校教諭 18,000円 30人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50576号

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

千葉大学 生活科教材研究の実際
　本講座では、生活科の教材研究を実際に体験することを通して
学ぶ。教材から教授内容を構成し、単元を創造する方法及びその
意義について考える。

鈴木　隆司（教育学部准教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭 小学校教諭 19,000円 50人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50577号

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

千葉大学
現代社会の課題に応える家族・保育
の授業

　本講座では、まず、家族や子どもをめぐる状況について、統計資
料などをもとに実態把握を行う。さらに、家族や保育の新しい理論
への理解を深め、内容上の指導力の向上を図る。次に、新・学習
指導要領をふまえた家族・保育学習のカリキュラムの作成につい
て、実践例を交えながら検討し、実践的な指導力の向上を図る。以
上の内容を学んだうえで、家族・保育の授業の指導のあり方につ
いて、特に目標と評価の対応を視野に入れて検討する。

伊藤　葉子（教育学部准教授）
久保　桂子（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭 全教諭 18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50578号

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

千葉大学
家庭科で進める食育プログラム
ー簡単でよくわかる実験実習を中心
にー

　食育を推進する上で、生活体験が少ない子どもたちにとって、知
識だけでなく体験を通してより実践的に学ぶことが求められてい
る。本講座では小学校、中学校、高等学校の家庭科の内容をふま
え、簡単でわかりやすい実験・実習を学習の学習を検討する。

石井　克枝（教育学部教授）
米田　千恵（教育学部准教授） 千葉県千葉市 18時間

平成21年8月17日～
平成21年8月19日

教諭
小学校・中学校・高
等学校教諭

19,000円 20人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50579号

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

千葉大学 知的障害児の心理と教育

　障害のある子どもの教育について、障害の程度等に応じ特別の
場で指導を行う「特殊教育」というとらえ方から、障害のある子ども
一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別
支援教育」というとらえ方に変わってきた。このような状況の中に
あって、知的障害のある子どもの教育の在り方をどのようにとらえ
ればよいのか、について検討する。
(1) 知的障害のある子どもの心理面に着目して、子どものとらえ方
について考える（９時間）。
(2) 知的障害のある子どもの指導の在り方について考える（９時
間）。

生川　善雄（教育学部教授） 千葉県千葉市 18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭
特別支援学校・学
級の教員

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50580号

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

千葉大学
発達が気になる子の心理と特別支援
教育

　近年，通常学級に在籍する「気になる子ども」が話題になってい
る．そのような子どもには，学習障害，ADHD，高機能自閉症等の
軽度発達障害児も少なくない．本講義では，特別支援教育の立場
から，これらの子どもの心理と教育支援について概説する．①発達
障害総論(3時間)，②発達障害各論(6時間)，③特別支援教育と特
別ニーズ教育(9時間)

北島　善夫（教育学部准教授）
眞城　知己（教育学部准教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月24日～
平成21年8月26日

教諭
養護教諭

特別支援学校・学
級の教員

18,000円 40人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50581号

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

千葉大学 幼児教育の理論と実践

　本講座では、幼児教育にかかわる幼児教育学、幼児心理学、保
育内容の各分野について基礎的事項と新しい知見を織り交ぜ、理
論と実践、保育技術にかかわる内容を学ぶ。具体的な講義内容は
以下の通りである。
　1）児童観・発達観と幼児教育
　2）賞罰と子どもへの共感をめぐって
　3）幼児期の発達過程とトピックス
　4）幼児期の発達上の諸問題とその援助
　5）幼稚園教育要領と現代の幼児をとりまく課題
　6）遊びを通しての指導
　7）音楽表現におけるピアノ即興法
　8）リズムや音楽を通して豊かな感性を養う指導

稲垣佳代子（教育学部教授）
中澤　潤（教育学部教授）
砂上　史子（教育学部准教授）
岡部　裕美（教育学部助教）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月10日～
平成21年8月12日

教諭
幼稚園教諭・小学
校教諭（幼稚園教
諭免許をもつ者）

18,000円 80人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50582号

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

千葉大学
学校保健・養護教諭を取り巻く現代
的健康課題

深刻化・多様化する子ども達の心身の健康課題に養護教諭が適
切に対応していくには、専門的な知識や技術が必要とされる。
本講座では、健康教育、養護教育、養護活動の視点から子ども達
の健康課題を考究し、その支援方法を学ぶ。
(1)健康にかかわる意思決定・行動選択を支援するーセルフ・エス
ティームや認知的スキルに関する理論とその支援の方法ー
(2)養護教諭が直面しうる事例を中心に、検討・討議することによ
り、養護教諭に必要なアセスメントの視点と情報、能力等を学ぶ。
(3)子どものヘルスニーズ理解と保健室で活用で

高橋　浩之（教育学部教授）
岡田加奈子（教育学部准教授）
塩田　瑠美（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
養護教諭

養護教諭・教諭 18,000円 65人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50583号

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

千葉大学
学校保健・養護教諭を取り巻く現代
的健康課題

深刻化・多様化する子ども達の心身の健康課題に養護教諭が適
切に対応していくには、専門的な知識や技術が必要とされる。
本講座では、健康教育、養護教育、養護活動の視点から子ども達
の健康課題を考究し、その支援方法を学ぶ。
(1)健康にかかわる意思決定・行動選択を支援するーセルフ・エス
ティームや認知的スキルに関する理論とその支援の方法ー
(2)養護教諭が直面しうる事例を中心に、検討・討議することによ
り、養護教諭に必要なアセスメントの視点と情報、能力等を学ぶ。
(3)子どものヘルスニーズ理解と保健室で活用で

高橋　浩之（教育学部教授）
岡田加奈子（教育学部准教授）
塩田　瑠美（教育学部教授）

千葉県千葉市 18時間
平成21年8月10日～
平成21年8月12日

教諭
養護教諭

養護教諭・教諭 18,000円 65人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50584号

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

千葉大学 教育研究方法論

　千葉大学大学院教育学研究科の授業科目「教育研究方法論」を
あてる。学校現場における教育の研究法について、理念的な内容
から具体的実践的な内容まで幅広く論じる。「量的研究」と「質的研
究」「アクションリサーチの典型と実際」「事例研究の進め方」等のト
ピックを取り上げる。
　本講習は、本学教育学部の委託研究生のうち平成23年3月31日
が更新期限となる者のみを対象とする。

伏見　陽児（教育学部教授） 千葉県千葉市 22.5時間

平成21年4月16日,23日,30
日,5月7日,14日
,21日,28日,6月4日 (いず
れも木曜日)，14:30～
17:40

教諭
小・中・高等学校教
員（千葉大学教育
学部委託研究生）

0円 10人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50585号

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

千葉大学 教授学習心理学と授業づくり

　千葉大学大学院教育学研究科の夜間授業「授業づくりの諸問題
６(教授学習心理学と授業づくり)」をあてる。毎回、教科学習に密接
に関わる教授学習心理学論文を取り上げて論議する中で，授業づ
くりの「原則」を検討していく。

伏見　陽児（教育学部教授） 千葉県千葉市 22.5時間

平成21年10月6日､13日､
20日､27日､11月10日､17
日､24日､12月1日､8日､15
日､22日､1月12日､19日､
26日､2月2日(いずれも火
曜日)，18:00—19:30

教諭 小学校教諭 18,000円 5人 平成21年 3月16日～
平21-
10021-
50586号

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

清和大学 社会科教員のための国際法

【講義概要】 近の時事問題に即して、国際機構および国際法の
基本構造と具体的内容について解説する。　　【到達目標】国際関
係とそこでの法の役割について、社会科教育に必要な理解を深め
る。　【講習内容】国際連合と国際法の現状と日本の立場、・日本に
関わる問題とその法的評価（その１）、　海洋と法（海域の設定と画
定）、日本に関わる問題とその法的評価（その２）、宇宙と法（宇宙
開発体制と国際協力）

青木　隆（法学部教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月12日，
平成21年8月24日

教諭 社会科教諭向け 6,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50519号

0438-30-5555
http://www.seiwa-
univ.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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

清和大学 社会科教員のための政治学

【講義概要】　覇権国家アメリカ合衆国を通して民主主義を考える。
【到達目標】　アメリカの民主主義の理想と現実を理解し、学校授
業で一助となる知識を身につける。　【講習内容】　イギリスにおけ
る民主主義の発展、アメリカ建国の理念、ピューリタニズム、アメリ
カの宗教とワスプ、アメリカ外交とユダヤ人、覇権国家アメリカの民
主主義の現状

佐伯　康子(法学部教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

教諭 社会科教諭向け 6,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50520号

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

清和大学 今どきの保健体育科教育

次の3項目を中心に保健体育科教育に関した講義を行う。①　子ど
もの育ちと教育：健康教育の立場からみた現代の子ども達の行動
や健康を取り上げる。②　スポーツと人間心理：スポーツ行動と性
格・態度を関連性を明らかにし、体育授業・運動部活動指導に有効
な学生理解のための基礎的情報の習得を目指す。③カラダ・ココロ
リセット－呼吸の力を利用しよう－：丹田呼吸法を含む各種リズム
運動が身体と心をリセットさせ、パフォーマンスを向上させることに
ついての理解を深める。

藤澤　邦彦（法学部教授）
中澤　史（法学部講師）
麓　正樹（法学部講師）

千葉県木更津市 6時間 平成21年12月19日 教諭
保健体育科
教諭向け

6,000円 80人
平成21年10月5日～
平成21年10月10日

平21-
30115-
50521号

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

清和大学 データ解析の基礎

【講義概要】　授業や校務分掌において取り扱わなければならない
様々なデータの定量的処理の基礎を学びます。　【到達目標】　統
計学の基礎を理解し、実務で取り扱わなければならないデータを表
計算ソフトで処理できる。　【講習内容】　 確率分布を調べる（正規
分布、一様分布）、 データの代表値とばらつきの度合いを調べよう
（平均値、標準偏差）、 データの分布を調べよう（度数分布表）、 1
組のデータの関係を調べよう（散布図、相関係数）、 1組のデータ
の傾向から予測しよう（回帰分析）

宝剱　純一郎（法学部教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭 全教諭向け 6,000円 30人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50522号

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

清和大学 社会科教員のための経済学

【講義概要】　地球人口63億人の世界　―人口が減少する国家と
人口が増大する国家―　【到達目標】　経済に大きな影響を及ぼす
要因の一つである人口問題を考える。　【講習内容】　一、日本の
人口　―　出生率の変化と人口　―①日本の人口動態、②明治以
降の出生率の変化、③丙午による出産調整と出生率の変化、二、
増え続ける世界人口　―　中国の人口問題　―①世界人口増加の
推移、②世界人口の特徴、③世界人口の今後の問題点

渡辺　克博（法学部教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年6月24日～
平成21年6月26日

教諭 社会科教諭向け 6,000円 80人
平成21年4月15日～
平成21年4月22日

平21-
30115-
50523号

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

清和大学 教員のための日本国憲法

【講義概要】　日本国憲法の主要な項目について解説する。　【到
達目標】　日本国憲法をこれまで以上に教育の現場に生かすこと
ができるようにする。　【講習内容】　本講習は、基本的人権、代表
民主制、違憲立法審査制等の日本国憲法上の主要な項目につい
て解説する。具体的には、憲法に関する歴史、思想、基本的概念
を概観した上で、基本的人権法と統治機構法の中の主要な条文に
明記されている事項とそこから論理必然的に導き出される事柄の
意味内容を講述することになる。

小林　伸一（法学部准教授） 千葉県木更津市 6時間
平成22年2月20日，
平成22年2月27日

教諭 全教諭向け 6,000円 80人
平成21年12月7日～
平成21年12月12日

平21-
30115-
50524号

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

清和大学 歴史学概論、江戸時代の社会

【講義概要】　歴史学の総論部分の概説と江戸社会の特徴。　【到
達目標】　学校授業での一助となる知識と理解。　【講習内容】
（前半部分）：歴史学の総論部分を概説する。特に、歴史学の一般
的考え方や 近の研究動向を中心に行う。（講義）、（後半部分）：
前半の講習を踏まえたうえで、各論的に江戸社会の特徴を演習形
式で議論を重ねる（演習）。

菊島　啓（法学部准教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭 社会科教諭向け 6,000円 18人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50525号

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

清和大学
地域研究概論、　　　　　　　　　　　　地
域研究（アジア）

【講義概要】　地域研究という学問の概説とアジアの社会を考える。
【到達目標】　学校授業での一助となる知識と理解。　【講習内容】
（前半部分）：地域研究という学問の概説を講義する（講義）、（後半
部分）：前半の講習を踏まえたうえで、各論的に研究対象をアジア
に限定して各論としてアジアを考える（演習）。

菊島　啓（法学部准教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

教諭 社会科教諭向け 6,000円 18人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50526号

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

清和大学 著作権法と教育機関

【講義概要】　学校教育における著作権法。　【到達目標】　教育現
場においての著作物、著作権について知る。　【講習内容】　児童、
生徒の著作物の取り扱いについて、教材として使用可能な場面に
ついて、自ら作成した教材の著作権について。

柳澤　眞実子（法学部准教授） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

教諭 全教諭向け 6,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50527号

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

清和大学 新たな教育方法

【講義概要】　コンピュータを用いた授業の実践事例の紹介および
演習。　【到達目標】　授業の現場でコンピュータを用いた授業を実
践できることを到達目標とする。　【講習内容】　本講習では､コン
ピュータを用いた授業の実践事例（幼稚園から高校まで）を複数紹
介します。また、実際にその実践内で活用しているソフトウェアを利
用することでより理解を深めるとともに、授業におけるより効果的な
コンピュータの利用方法を検証してきます。

大即　洋子（法学部講師） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

教諭 全教諭向け 6,000円 15人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50528号

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

清和大学
対立場面で役立つ　　　　　　　　　　英
語スピーキングトレーニング

【講義概要】  相手の態度や状況に応じて即興で英語を話すトレー
ニングを行います。　【到達目標】　「実用英語技能検定」（英検）準
２級の二次試験（面接）に対応できる英語の話す力を、対立場面で
感情のもつれを防ぐための英語表現に応用できるスキルを習得し
ます。【講習内容】　机上でゆっくりと考えて思い出せる英語のフ
レーズをできるだけ素早く口頭で表現できるようにシャドウイング等
の発声をともなうトレーニングをします。

加藤　貴之（法学部講師） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月17日，
平成21年8月24日

教諭 全教諭向け 6,000円 20人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50529号

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

清和大学
新学習指導要領に対応した
「社会科」授業づくり

【講義概要】　新学習指導要領で追加された教育内容・目標に対応
するための基礎を養う。　【到達目標】　法教育など新しい教育分
野・持続可能な社会など新しい目標について理解し、実際の授業
づくりができる。　【講習内容】　新学習指導要領社会編では、法と
経済に関する教育の充実がうたわれ、「持続可能な社会」づくりに
参画できる主体を育成することが目標として掲げられた。このよう
に新しい教育内容や目標に対応する授業をつくるために必要なこ
とを学び、方法面での基礎を養う。

鈴木　隆弘（法学部講師） 千葉県木更津市 6時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭

中学校社会科、高
等学校公民科教
諭、並びに小学校
教諭で社会科を主
な専門とするもの。

6,000円 30人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50530号

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

清和大学 学校事故の現状と課題

【講義概要】　実際に起きている学校事故を題材として、判例等を
検討する。　【到達目標】　公法とりわけ行政法的思考を確認し身に
つけ日々の教育活動に活かせる基礎をつくる。　【講習内容】　今
日、学校事故をめぐっては、日々、様々な問題が発生している。学
校（地方公共団体、法人）として、自らの守備範囲に関する事柄に
ついては、その法的責任を問われるような場面も少なくない。具体
的な事例、裁判例などを参照しながら、こうした問題を把握し、あら
ねばならないこと、あるべきことにつき認識を深めていきたい。

森尾　成之（法学部講師） 千葉県木更津市 6時間 平成21年8月25日 教諭 全教諭向け 6,000円 80人
平成21年5月25日～
平成21年5月30日

平21-
30115-
50531号

0438-30-5555
http://www.seiwa-
univ.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

清和大学短期大学
部

ダンスの楽しさ、身体表現の心地よさ
を知る
－題材のとらえ方から小作品づくり、
ダンス指導の方法－

1．踊ることそれ自体の楽しさを味わう。
・身体の各部を使って思いきり動いたり、リズムに乗って動いたり、
異った質の動きで表現的に動いたり、動くことの楽しさ、心地よさを
体験する。又、いろいろな条件や課題による運動刺激をもとに即興
的に動いてみる。

2．作品になる題材を見つけ出し、よく観察、研究し身体の動きとし
てとらえ、作品にまとめあげるまでを体験する。

辻元　早苗(児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年8月19日 教諭
小学校、中学校、高
等学校教諭(体育）

6,000円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50532号

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

清和大学短期大学
部

ダンスの楽しさ、身体表現の心地よさ
を知る
－題材のとらえ方から小作品づくり、
ダンス指導の方法－

1．踊ることそれ自体の楽しさを味わう。
・身体の各部を使って思いきり動いたり、リズムに乗って動いたり、
異った質の動きで表現的に動いたり、動くことの楽しさ、心地よさを
体験する。又、いろいろな条件や課題による運動刺激をもとに即興
的に動いてみる。

2．作品になる題材を見つけ出し、よく観察、研究し身体の動きとし
てとらえ、作品にまとめあげるまでを体験する。

辻元　早苗(児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年8月20日 教諭
小学校、中学校、高
等学校教諭(体育）

6,000円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50533号

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

清和大学短期大学
部

幼児教育・初等教育におけるリズム
楽器の基礎指導

初等教育、幼児教育で取り扱われている各種打楽器（リズム楽器）
の構造及び機能を解説し、基本的な演奏技術習得のメソードを論
ずる。後半は、打楽器に分類されるハンドベルの教育的効果につ
いて考える。ベルは1セット1音ずつしかない為、演奏者の責任が他
の楽器に比べはるかに重い。しかし、残響の長さからアンサンブル
の醍醐味を実感できる。イングリッシュ・ハンドベルを使用し、魅力
的な音色を体感する。

古川　哲也（児童総合学科准教授）
平田　和世（児童教育学科教授）

千葉県木更津市 6時間 平成21年8月20日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,000円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50534号

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

清和大学短期大学
部

幼児教育・初等教育におけるリズム
楽器の基礎指導

初等教育、幼児教育で取り扱われている各種打楽器（リズム楽器）
の構造及び機能を解説し、基本的な演奏技術習得のメソードを論
ずる。後半は、打楽器に分類されるハンドベルの教育的効果につ
いて考える。ベルは1セット1音ずつしかない為、演奏者の責任が他
の楽器に比べはるかに重い。しかし、残響の長さからアンサンブル
の醍醐味を実感できる。イングリッシュ・ハンドベルを使用し、魅力
的な音色を体感する。

古川　哲也（児童総合学科准教授）
平田　和世（児童教育学科教授）

千葉県木更津市 6時間 平成21年8月21日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,000円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50535号

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

清和大学短期大学
部

造形素材と貼る技法
－さまざまな素材によるコラージュの
ための基礎講座－

製作や工作の基本的な技法の一つである接着についての基礎知
識と、材質に合った適切な接着剤の選択と効果的な使用法を学習
するもので、講義と実技で構成されている。実技は身近にある様々
な素材を用いたコラージュの制作を行う。子ども達の造形活動に積
極的に活用できるような素材体験を目的として、各自でパネル作品
1点を制作する。材料と接着剤や用具はあらかじめこちらで用意し
たものの中から各自選択する。評価は筆記試験で行う。作品は持
ち帰る。

東　裕子（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年8月19日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,800円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50536号

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

清和大学短期大学
部

造形素材と貼る技法
－さまざまな素材によるコラージュの
ための基礎講座－

製作や工作の基本的な技法の一つである接着についての基礎知
識と、材質に合った適切な接着剤の選択と効果的な使用法を学習
するもので、講義と実技で構成されている。実技は身近にある様々
な素材を用いたコラージュの制作を行う。子ども達の造形活動に積
極的に活用できるような素材体験を目的として、各自でパネル作品
1点を制作する。材料と接着剤や用具はあらかじめこちらで用意し
たものの中から各自選択する。評価は筆記試験で行う。作品は持
ち帰る。

東　裕子（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年8月21日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,800円 30人
平成21年6月17日～
平成21年6月24日

平21-
35083-
50537号

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

清和大学短期大学
部

環境教育の基礎

総合学習の内容のうち、自然環境に関わる部分を生物学、特に保
全生態学の観点から解説する。
①146億年の地球の歴史における環境の変化と生命の進化をたど
り、現在の環境変化が人間にとって何を意味するかを考察する。
②生態系のエネルギーバランスを概観し、日常生活とのかかわる
と近未来の予測を紹介する。
③自然環境を維持してきた社会の仕組みと、そこで生きてきた人の
暮らしを論じたい。
④自然体験の事例を紹介する。様々な問題点から将来の可能性を
検討する。

井原　一恵（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年10月10日 教諭 幼稚園、小学校、中学 6,000円 30人
平成21年7月22日～
平成21年7月29日

平21-
35083-
50538号

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

清和大学短期大学
部

環境教育の基礎

総合学習の内容のうち、自然環境に関わる部分を生物学、特に保
全生態学の観点から解説する。
①146億年の地球の歴史における環境の変化と生命の進化をたど
り、現在の環境変化が人間にとって何を意味するかを考察する。
②生態系のエネルギーバランスを概観し、日常生活とのかかわる
と近未来の予測を紹介する。
③自然環境を維持してきた社会の仕組みと、そこで生きてきた人の
暮らしを論じたい。
④自然体験の事例を紹介する。様々な問題点から将来の可能性を
検討する。

井原　一恵（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年10月17日 教諭 幼稚園、小学校、中学 6,000円 30人
平成21年7月22日～
平成21年7月29日

平21-
35083-
50539号

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

清和大学短期大学
部

幼児期、学童期の食育

平成17年6月に「食育基本法」平成18年3月に「食育推進基本計
画」が策定されたが、教育現場の栄養教諭はまだ少数である。小
学校、幼稚園教諭が実際にどのような食育を行ったらよいか、具体
的な事例を挙げながら考えていく。グループごとに教材を考え、発
表を行う。

圓谷　加陽子（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成21年10月24日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,000円 30人
平成21年7月22日～
平成21年7月29日

平21-
35083-
50540号

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

清和大学短期大学
部

幼児期、学童期の食育

平成17年6月に「食育基本法」平成18年3月に「食育推進基本計
画」が策定されたが、教育現場の栄養教諭はまだ少数である。小
学校、幼稚園教諭が実際にどのような食育を行ったらよいか、具体
的な事例を挙げながら考えていく。グループごとに教材を考え、発
表を行う。

圓谷　加陽子（児童総合学科教授） 千葉県木更津市 6時間 平成22年2月20日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,000円 30人
平成21年12月13日～
平成21年12月20日

平21-
35083-
50541号

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

清和大学短期大学
部

幼保関係と民営化

現在、いわゆる少子化という状況の下で、わが国の幼稚園及び保
育所のあり方が大きな変化の渦中にあるといえるが、このような認
識に対してはさほどの異論はあるまい。幼・保一元化の動きと公立
幼・保の民営化がその変化である。そこで、本学の更新講習選択
科目においては、この二つをテーマとし、それぞれについて、現状・
問題点・今後の方向性等について論じることにしたい。

峰　良雄（児童総合学科教授）
上村　麻耶（児童総合学科専任講師）

千葉県木更津市 6時間 平成22年2月13日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年12月13日～
平成21年12月20日

平21-
35083-
50542号

0438-30-5522
http://www.seiwa-
jc.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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

清和大学短期大学
部

幼保関係と民営化

現在、いわゆる少子化という状況の下で、わが国の幼稚園及び保
育所のあり方が大きな変化の渦中にあるといえるが、このような認
識に対してはさほどの異論はあるまい。幼・保一元化の動きと公立
幼・保の民営化がその変化である。そこで、本学の更新講習選択
科目においては、この二つをテーマとし、それぞれについて、現状・
問題点・今後の方向性等について論じることにしたい。

峰　良雄（児童総合学科教授）
上村　麻耶（児童総合学科専任講師）

千葉県木更津市 6時間 平成22年2月20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年12月13日～
平成21年12月20日

平21-
35083-
50543号

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

東京理科大学 教員免許更新講習（中学高校理科）

本講習は実践教育の技術や作法を講義するものではなく、教科理
科の教育について自身の分科や、他分科に対する見方や考え方
の幅を拡げ、教員としての資質向上を目的とする。　したがって、理
科の範疇にある先端的な研究動向や未解明な事象の解説、およ
び安全教育への取り組みを講義する。　また、実践が難しい同じ分
科の、あるいは興味はあるが経験のない他分科の実験を行う。
グループ討論を通した自己啓発等を予定している。

鈴木　英之（理工学部物理学科教授）
盛永　篤郎（理工学部物理学科教授）
山下　正文（理工学部物理学科教授）
矢口　宏（理工学部物理学科准教授）
伊藤　滋（理工学部工業化学科教授）
酒井　秀樹（理工学部工業化学科准教授）
二瓶　好正（学長補佐）
藤本　憲次郎（理工学部工業化学科講師）
池北　雅彦（理工学部応用生物科学科教授）
菅原　二三男（理工学部応用生物科学科教授）
島田　浩章（基礎工学部生物工学科教授）
十島　二朗（基礎工学部生物工学科講師）

千葉県野田市 18時間
平成21年7月30日～
平成21年8月1日

教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

20,150円 30人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51023号

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

社団法人全国幼児
教育研究協会

これからの幼児教育を考える

　新幼稚園教育実施の年度に当たり、幼児理解･指導内容や指導
法･特別支援教育･幼小の連携などについて多角的に学びながら、
幼稚園教諭が今後取り組むことが期待される幼児教育の在り方を
追求する。特に、各園では、すでに中堅の立場にいる受講者を想
定し、互いの実践なども出し合いながら、自己課題の追求もできる
ようにして学びを深めていく。

小田豊(独独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所理事長）　　　　　　　　　　　　　　　　神長美津子(東
京成徳大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原孝
子(文部科学省幼児教育課教科調査官）
柴崎正行(大妻女子大学教授）　田邉光子(名古屋芸
術大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　室田洋子
(聖徳大学教授）　　　　　　山縣文治(大阪市立大学教
授）　清水国明（NPO河口湖自然楽校校長）

千葉県千葉市 12時間
平成21年7月31日～平成
21年8月1日

教諭 幼稚園教諭向け 14,000円 100人
平成２１年３月２０日～
平成２１年６月２０日

平21-
81340-
50834号

03-3351-8055
http://www.zenyoken.o
rg

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

東京都立川市 18時間

平成21年6月9日～6月11
日、
平成21年6月16日～6月18
日
（18：00～21：00）

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年4月30日

平21-
30006-
50486号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p

星槎大学 次代に伝える環境教育を学ぶ

本講座では、「地球環境と人間活動について、次代を担う子供たち
に伝えねばならないこと」をテーマに講習内容を設定する。地球環
境の現状理解（アースシステム理解）、地球上の生きものに関して
の理解（生物多様性理解）を通じて、現在地球上でおきている人間
活動による環境問題を取り上げ、持続可能な世界の構築のために
何が必要か考える。どの学校種であっても、子供たちの前に立つ
教員にぜひ受講してほしい。

坂上寛一（共生科学部教授）
森川和子（共生科学部教授）
下野　洋（共生科学部教授）
坪内俊憲（共生科学部准教授）

東京都立川市 18時間
平成21年8月1日～
平成21年8月3日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50494号

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

東京成徳大学 幼児の自然体験
本講習では、幼児期の自然体験をより豊かなものにしていくための
実践と指導法を学ぶと同時に、環境教育的視点から身じかな自然
環境にかかわる意義と指導者の役割について検討する。

浦田　憲二（東京成徳大学子ども学部准教授）
東京都北区 6時間 平成21年 6月 20日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

平成 21年 2月 6日～
平成 21年 3月 31日

平21-
30125-
50024号

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

東京成徳大学
「ビデオフォーラム・幼児理解」一人ひ
とりに応じる保育から協同的学びに
つながる保育へ

 本講座では、幼稚園教諭として保育の専門性をより高めるため
に、子ども達の日頃の保育を再確認し、幼児一人一人の欲求や思
いに添いながら、協同性を伸ばし、規範意識などが育つ保育を実
現させていくために、カンセリングマインドを中心に幼児理解につい
て、理論と実践事例から学ぶ。一人ひとりの幼児の内面の理解、
幼児と安定した信頼関係、発達に必要な経験ができる援助などに
ついて具体的に講義する。

安見　克夫（東京成徳短期大学幼児教育科教授）
東京都北区 6時間 平成21年 6月 27日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

平成 21年 2月 6日～
平成 21年 3月 31日

平21-
30125-
50025号

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

東京成徳大学 子どもの音楽表現活動としての合奏

楽器を手に取って音を鳴らすことは子どもにとって興味ある楽しい
活動です。この楽しさを活かした活動を「子どものうた」の中に取り
入れ、特にカスタネット、鈴、タンバリンの３種の簡易リズム楽器を
主にした編曲の方法を具体的な曲目を例にとって研究し、演奏す
る。

板本　勝百（東京成徳短期大学幼児教育科教授）
東京都北区 6時間 平成21年 7月 11日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人

平成 21年 2月 6日～
平成 21年 3月 31日

平21-
30125-
50026号

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

東京学芸大学
学校における「国際教育」の取り組
み

文部科学省の検討会報告（2005年）では、「国際社会におい
て、地球的視野に立って。主体的に行動するために必要と考え
られる態度・能力の基礎を育成する」ための教育である「国際
教育」が、今後初等中等教育において推進されるべきことが提
起されている。このプログラムでは、これまでの国際機関や諸
外国における国際理解教育やシティズンシップ教育などを参照
しつつ、わが国における「国際教育」推進のあり方を考える。
さらに、具体的なアクティビティを体験することにより、「国
際教育」の指導方法やその問題点を検討する。

渋谷英章(教授)
見世千賀子(講師)

東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
特に指定なし 6,000円 40人

平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50835号

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

東京学芸大学 総合的な学習の創造と展開

子どもが主体となって、自ら求め、追究する総合的な学習（総
合学習）の基本的な考え方および方法（子どもの見取り、テー
マ決定、カリキュラム作り、支援、評価等）についていくつか
の事例の検討を通して明らかにし、今後の総合的な学習の実践
およびその改善に資するようにする。

平野朝久（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月21日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50836号

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

東京学芸大学 発達障害の子どもたちの理解と支援

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、ASD（自閉症ス
ペクトラム障害）など発達障害のある児童・生徒は学校生活で
教科の学習やクラスメートとの仲間関係において様々な困難を
抱えている。本講習では事例に即し、それらの困難を障害の特
性と関係づけながら解説し、学習とコミュニケーションをサ
ポートする具体的な支援の考え方と方法を紹介する。講義とと
もに演習も行い、特別支援教育に関する 新の知識と技能を身
につけることを目標とする。

藤野　博（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭
小・中学校の教員
*幼稚園教員、高校
教員も受講可

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50837号

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

東京学芸大学
栄養学の基礎知識および調理科学実
験

栄養学は近年の健康ブームもあってにわかに注目をあびている
が、その基礎的な知識を学ぶ機会は少ないのが現状である。家
庭科の食物領域はまさにその少ない機会の１つである。また栄
養学は生化学や分子生物学の目覚ましい進歩に伴いその手法を
取り入れて発展している。今回は基礎的な知識を中心に栄誉学
の現状を紹介したい。

南道子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月21日 教諭
中学校教員(家庭
科）、 高校教員
（家庭科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50838号

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

東京学芸大学 高齢者,高齢社会と福祉政策

近の高齢者のための政策は非常に多岐にわたっており、年金
や介護保険、医療政策などのほかに、地域のバリアフリー政策
などにも及んでいる。その 新の動向をフォローすると共に、
中学、高校生になるべくみぢか名題材をとりながら、どのよう
に高齢者と共生できるのかを考える。

直井道子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年7月25日 教諭 中学校・高校教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50839号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学
家庭科における金融教育の理論と実
践

家庭科における金融教育の理論と実践について、①初めに、現
代社会における金融・経済教育の必要性を生涯生活設計の観点
から述べ、②官民の金融・経済教育の現状と問題点をまとめ
る。③次に、学習指導要領(家庭科)における金融・経済教育の
位置づけを解説し、④附属小・中・高における金融教育の実践
例を紹介する。そして、⑤小・中・高において受講生が実践し
ようとする具体的な金融・経済教育についてグループ討論を行
う(予定)。

田中敬文（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月8日 教諭

小学校教員、中学
校教員（技術家庭
科）、高校教員
（家庭科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50840号

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

東京学芸大学 衣生活と消費・環境

衣服素材や洗濯用剤・機器について近年の開発動向を紹介し、
衣生活資材についての理解を深める。また、衣服の材料や手入
れの学習指導において、消費者教育や環境教育の視点を導入す
る場合の留意点について、演習や簡単な実験を通して具体的に
検討する。

生野晴美（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月23日 教諭

小学校教員、中学
校教員（家庭
科）、高校教員
（家庭科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50841号

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

東京学芸大学
不登校・ひきこもり－教師ができる
こと－

不登校・ひきこもりは児童・生徒の心理的理解、背後にある家
庭の問題なども含む深刻な教育上の課題である。教師として何
ができるのか、その可能性と限界について、具体的事例をもと
に考える。

田村毅（教授、精神科医） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・
高校の教員・養護
教諭

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50842号

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

東京学芸大学 国語教育と日本語の歴史
国語の授業を行う際には、現代の日本語だけでなく、日本語の
発音、表記、文法などに関する歴史的な変化を知っておくこと
が有用です。特に重要な事柄について解説します。

高橋久子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭 特に指定なし 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50843号

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

東京学芸大学
古典文学教育の課題－『奥の細道』
を中心に－

本講習では、芭蕉の作品、特に自筆本の新出によって近年新た
な読み直しが行なわれている『奥の細道』を取り上げ、研究の
現状に触れるとともに、国文学研究の成果を古典教育にどのよ
うに生かして行ったらよいかについて考えて行きたい。あわせ
て、芭蕉の作品を実際に授業で取り扱ってみて感じた問題点を
受講者の方から提出してもらい、それらについても検討を加え
て行く。

嶋中道則（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月21日 教諭
中学校教員（国語
科）、高校教員
（国語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50844号

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

東京学芸大学
古典教材研究の 新事情-源氏物語
を中心に-

教材としての『源氏物語』について、教科書で多く取り上げら
れる場面を中心に講義します。 近の研究成果を紹介ながら、
いかに現場の教育に還元できるかを考えていきます。

河添房江（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月30日 教諭
中学校教員（国語
科）、高校教員
（国語科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50845号

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

東京学芸大学 昔話教材の歴史と開発
近代教育の中に重要な分野を占めてきた昔話教材の歴史（特に
戦前と戦後の違い）を考え、国際化・情報化の時代に向き合う
昔話教材の開発を試みる。

石井正己（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50846号

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

東京学芸大学
日本古典文学と能・歌舞伎・人形浄
瑠璃

日本の古典芸能の能・歌舞伎・人形浄瑠璃はその素材の多くが
古典文学に基づいています。それらを具体的な資料で見渡しな
がら、三つの芸能を通して受け継がれてきたものについて考察
し、その特色について検討します。古典文学の学習及び古典芸
能鑑賞学習を指導する上でも必要な視点の一つだと考えていま
す。

黒石陽子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校教員（国語
科）、高校教員
（国語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50847号

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

東京学芸大学
日本の古典文学－説話・奇談の世界
を追及しよう

『今昔物語集』『宇治拾遺物語』『伽婢子』など、日本の古い
説話集には、仙境訪問、鬼や異類との遭遇など、非現実的な話
でありながら、私たちの身近な問題として思いがけなく迫って
くる話があります。作品を解釈しながら、説話の語る虚実の世
界を鑑賞します。

湯浅佳子（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭

小学校教員、中学
校教員（国語
科）、高校教員
（国語科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50848号

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

東京学芸大学
近現代小説への招待－「浮雲」から
「恋空」まで

日本の近現代小説の歴史的変遷を、およそ１２０年前に書かれ
た「浮雲」から近年話題となった「恋空」まで、具体的な作品
の購読を通して辿ります。その過程で、できれば小説や物語を
読むことの意味についても考えてみたいと思っています。

大井田義彰（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月27日 教諭
小学校教員、中学
校教員、高校教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50849号

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

東京学芸大学 国語教育と中国の古典
中国の古典的文章に触れながら、国語の授業に必要な範囲で、
漢文読解能力をつけるための有効な方法と、漢字の理解を深め
る方法について説明します。

高橋忠彦（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭 特に指定なし 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50850号

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

東京学芸大学
多様な言語文化背景を持つ子どもた
ちへの日本語教育

小中学校に在籍する外国人児童生徒を対象にした日本語教育の
方法について、講義、実践事例の紹介、学習指導案の作成と模
擬授業の実施を行います。

齋藤ひろみ（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小学校教員、中学
校教員（国語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50851号

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

東京学芸大学
英語指導法ワークショップ：発音，
文法，リーディング

この講座では，中学・高校の英語授業における発音指導，文法
指導，リーディング指導を扱います。講義，実演，受講者の皆
さんとのディスカッションを組み合わせて進めます。発音につ
いては，特に日本語と英語の違いに焦点を当てます。文法と
リーディングについては，伝統的な指導法から新しいタイプの
指導法までのバリエーションを紹介するとともに，それぞれの
相互補完的な役割について考察します。

馬場　哲生（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月21日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50852号

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

東京学芸大学 英語の統語構造を探る

英語の文構造を中心とする統語構造に関して具体例を挙げなが
ら講義を行うことにより、英語の統語構造の基本的性質を学ぶ
とともに、新言語学研究によってこれまで蓄積されてきた知見
の一端に触れながら、人間言語一般のもつ統語的特徴について
理解を深める。

河野　継代（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月22日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50853号

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

東京学芸大学
英語の構造－音韻・単語・意味・統
語－

英語の音韻・単語・文法において現れるそれぞれの（階層）構
造について考え、さまざまな現象がこの構造から導かれること
を明らかにする。キーワード：音素、音節、モーラ、長母音
化、短母音化；形態素、複合語；範疇、統語構造、構成素、構
造依存性、構文

鈴木　猛（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

9,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50854号

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

東京学芸大学 英語の構文を考える

構文と呼ばれるものは、普通、互いに関連した特徴を持つ幾つ
かの下位構文から成る。日本語と異なる点の大きい比較構文を
例に、それがどのような構造上の仕組みと意味を持つ諸構文か
らなるのかを示す。それにより、ある構文の全体像を、単なる
例文のリストとしてではなく、体系的に整理され分析された形
で捉えるというのはどういうことなのかが実感できるようにし
たい。

八木　孝夫（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月27日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50855号

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

東京学芸大学 ハリー・ポッターとイギリス文化

中高生に圧倒的人気を誇る「ハリー・ポッター」シリーズを教
材にして、作品理解に不可欠なイギリスの文化的背景（階級制
度、学校制度、試験、寮生活、スポーツ、料理、魔法、カント
リーハウス、鉄道、新聞、郵便、国民性など）に関する資料を
併読しながら、小説の「読解」をすすめる。「異文化理解」の
一環として、英語の文学作品を教材として使う際の授業モデル
を探りたい。

池田　栄一（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

8.038円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50856号

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

東京学芸大学
British Youth Culture と（反）成
長

20世紀イギリスのいわゆる若者文化（ロック、ミニスカート、
「怒れる若者」など）を、近代の文化および主体の編制という
観点から考えてみる。具体的には、大人への成熟、成長しない
子供、人間／動物・文明／自然・教化／退化といった、さまざ
まな文化的表象やイメージを取り上げる。

大田　信良（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50857号

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

東京学芸大学 『白鯨』を通して見るアメリカ文化

翻訳ですら挫折するメルヴィルの『白鯨』の、笑えて泣けて考
えさせる意外な魅力を発見する授業。開国前の日本とアメリカ
捕鯨業の接点から、9.11以降のアメリカにおける預言書として
の『白鯨』まで、文化的現象としての巨鯨を読み解く。『白
鯨』を題材にした映画や絵画、絵本や漫画なども紹介する。簡
単なディスカッションと短いレポートを含む。

斎木　郁乃（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月27日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50858号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 児童文学を通して見る英米文化

児童文学には、それぞれの国や時代の文化が反映されている。
特に現代の児童文学では、子どもたちを取り巻くさまざまな問
題が切実に描き出されている。「トムは真夜中の庭で」の作者
フィリパ・ピアスや「クローディアの秘密」で知られるカニグ
ズバーグ、「テラビシアへかける橋」のキャサリン・パターソ
ンなど、主として現代の作家の作品を紹介し、英米の文化につ
いて考察する。

佐久間　良子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月27日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50859号

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

東京学芸大学
現代アメリカ文化の諸相－自然、
ディズニー、マルチカルチュラリズ
ム

「自然」「ディズニー」「マルチカルチュラリズム」という3つ
の視点から、グローバリズムの時代におけるアメリカ文化の特
異性と普遍性について講じる。受講者は、①建国以来「自然」
がアメリカのアイデンティティにとってどのような役割を果た
してきたのか、②ディズニー・アニメがかくも世界中で人気を
博すのはなぜか、③多文化を標榜する国家の利点と問題点は何
か、等の問題について、考えることになるだろう。

山口　和彦（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月9日 教諭
中学校教員（英語
科）、高校教員
（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50860号

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

東京学芸大学 日本企業の現状と課題

現在海外に活発に進出している日本企業の従来の特徴(終身雇
用、年功賃金など）を海外企業との比較で説明しながら、円
高、少子高齢化等さまざまな環境変化のなかでの態様の変化、
また企業行動の前提となる経営理念、経営戦略、実際の経営行
動を規定する経営管理などを実際の企業の事例も紹介しながら
考察する。

内田賢（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月12日 教諭
中学校（社会
科）、高校教員
（公民科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50861号

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

東京学芸大学 経済学の考え方と医療サービス

高齢社会のわが国では、医療・介護・福祉サービスの領域に振
り向けられる資源の量は多く、社会保障制度の在り方によって
私たちの経済活動は大きな影響を受けます。講習では、経済学
の基本的な考え方を解説すると同時に、日本の医療制度を中心
に取り上げてその経済的意味を考えます。たとえば高齢者の医
療制度、医療サービスの料金制度、医療保険制度などの社会的
仕組みを、経済学の効率性や公平性の観点から検討します。

知野哲朗（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月26日 教諭
中学校（社会
科）、高校教員
（公民科）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50862号

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

東京学芸大学 環境と地域のフロンティア

地理学の主たる研究対象である『環境』は21世紀のキーワード
の一つである．『環境』の地域多様性を踏まえつつ「人類が環
境に対 し如何に対応していくべきか」を議論することは地理学
習においても重要である．そこで本講習では，「気候や環境問
題を主体とした自然環境」，それを基底にした「地域産業と風
土性」，「アメリカの環境と食料生産」などについて考究し，
中等教育の地理教育における学習論を見つめ直すきっかけを提
示したい．

上野和彦（教授）
矢ヶ崎典隆（教授）
澤田康徳（講師）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭
中・高等学校（社
会科）教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50863号

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

東京学芸大学 グローバル化する地域

 グローバル化の進行が著しい現代の世界を理解するために、地
理学的な視点と方法について理解を深める。具体的なテーマと
して、地球温暖化、情報化と物流、労働力の国際移動を取り上
げ、日本、中国、アメリカ合衆国に関する事例を解説する。こ
のような作業を通して、地域の社会・経済・生活文化がグロー
バルな枠組みにおいてダイナミックに変化する様相を検討する
とともに、地域の持続的発展のあり方について考える。

上野和彦（教授）
矢ヶ崎典隆（教授）
澤田康徳（講師）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中・高等学校（社
会科）教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50864号

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

東京学芸大学 グローバル化する地域

 グローバル化の進行が著しい現代の世界を理解するために、地
理学的な視点と方法について理解を深める。具体的なテーマと
して、地球温暖化、情報化と物流、労働力の国際移動を取り上
げ、日本、中国、アメリカ合衆国に関する事例を解説する。こ
のような作業を通して、地域の社会・経済・生活文化がグロー
バルな枠組みにおいてダイナミックに変化する様相を検討する
とともに、地域の持続的発展のあり方について考える。

上野和彦（教授）
矢ヶ崎典隆（教授）
澤田康徳（講師）

東京都小金井市 6時間 平成21年9月13日 教諭
中・高等学校（社
会科）教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50865号

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

東京学芸大学
小学校社会科における地理教材・授
業開発

「身近な地域を生かした社会科の授業づくり：小学校編」が本
講座のテーマ。前半では、地理的な見方考え方を教える上で有
効となる教材の発見のコツを、地理学の専門家との巡検を通し
て学んでいく。後半では、こうした教材を活かし、かつただ面
白いだけではなく、地理的な見方考え方を子どもたちがしっか
りつかむことができ、かつその見方考え方を他事例に活用でき
ることができるための授業づくりを、社会科教育学の専門家の
支援の下で作成する。

椿真智子（准教授）
渡部竜也（講師）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50866号

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

東京学芸大学 景観と図像資料で読み解く地域学習

 地域学習において有効な教材となりうる視覚的資料を提示し、
その活用方法について論じる。具体的には、社会科の地理的分
野と歴史的分野とを融合させた学習の試みとして、近世・近代
期の東京や多摩地域を事例に、地形図や古地図、地誌、挿図、
ガイドブック、写真、絵画作品等を用いて、地域の景観や暮ら
し,の特徴や変化の様相を考察する。

古田悦造（教授）
椿真智子（准教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月23日 教諭 小・中学校教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50867号

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

東京学芸大学 現代社会の青少年

現代日本の青少年の実態を各種調査データをみながら検討して
いく。特に価値観・友人関係・社会意識・自己意識などに焦点
をあてていく予定である。可能な限り過去の調査データを比較
することにより、現在の青少年がどのような変化を経て今ある
ような状態になったのかを考えてみたい。

浅野智彦（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校教員・高校
教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50868号

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

東京学芸大学 スクールソーシャルワーク
主に家族機能低下による学習態度の悪化、暴力行為、不登校な
どの問題を経験している児童・生徒に対する支援をソーシャル
ワークの視点から検討する。

高良麻子（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月27日
教諭

養護教諭
養護教諭・小学校
教員・中学校教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50869号

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

東京学芸大学 NPO基礎講座

小学校社会・中学校社会（公民）・高校現代社会における内容
や総合学習・特別活動等にてＮＰＯと関わる場面をふまえ、本
講習ではＮＰＯの組織・活動の特質、制度、設立の背景、地域
や社会で期待される役割等に関して基礎的な理解を図り、教科
の内容及び学校教育の連携相手としてＮＰＯを適切かつ有効に
扱えるようになることをねらいとする。国内のＮＰＯととも
に、海外のＮＰＯの具体的な事例を交えて講義する。

清水洋行（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月9日 教諭
小学校教員、中学
校教員、高校教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50870号

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

東京学芸大学 現代の家族問題

現代日本における家族に関する諸問題を、家族社会学の観点か
ら見つめ直すことをこの講習の目標とする。家族社会学の基本
概念、および家族問題に関する統計的な資料などの分析や検討
などを行う。

苫米地　伸（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日
教諭

養護教諭

養護教諭、小学校
教員、中学校教
員、高校教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50871号

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

東京学芸大学
「公共性」の諸問題への社会学的ア
プローチ

市民的公共性についての理解を基礎に，さらに消費文化や「優
しい関係」といった概念を手掛かりに，現代の若者における公
共性意識の変化について考える。

森田数実（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月30日 教諭
中学校教員（社会
科）、高校教員
（社会科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50872号

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

東京学芸大学 哲学・倫理学の諸問題

哲学・倫理学が取り扱う三つの問題について考察する。（１）
正義は何に由来するのか。（２）人生における「知ること」の
意味。（３）生と死の問題。西洋哲学の知見を活用しながら、
今日の道徳的・倫理的風土の解明につとめる。また受講生同士
の議論を通じて、自らの考えを議論の中で言葉にしていく共同
作業を試みる。

栗原裕次（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校教員（社会
科）、高校教員
（公民科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50873号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 インド哲学の諸問題

古代インドにおいては、哲学者達は人間とそれをとりまく世界
について思索をめぐらし、その結果多種多様な思想が展開し
た。それらはお互いの相克の上に深化し、精緻な体系を築くに
至っている。講習では、人間、死、神などの問題についてのイ
ンド哲学における議論を、原典の翻訳等を提示しながら、現代
社会が抱える問題をみすえた上で多角的に考察する。

稲見正浩（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月8日 教諭
中学校教員（社会
科）、高校教員
（公民科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50874号

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

東京学芸大学 イスラーム世界論

今日、メディアなどを通じてもたらされるイスラームに関する
情報はかつてないほど増加している。しかしながら、我われの
イスラーム理解は深まるどころか、否定的イメージが増幅され
ているように思える。なぜこのようなギャップが生じるのか。
報道や教育のあり方に何か問題があるのではないか。この講習
では、イスラームの社会や文化を学ぶための基本スキルを紹介
するとともに、社会科教育におけるイスラーム理解のあり方を
様々な角度から検討する。

小林春夫（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月9日 教諭 中学校、高校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50875号

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

東京学芸大学 高校「倫理」と中国思想

高等学校の「倫理」の授業では、どの程度、中国思想が学習さ
れることになっているのだろうか。本講習では、高等学校の
「倫理」の教科書を分析して、高等学校の「倫理」の教科書を
通じて、高校生が中国思想の知識をどの程度明らかにすること
ができるのかを明らかにし、その問題点について考察する。ま
た、中学校社会「公民的分野」の教科書との差異についても言
及する。

井ノ口哲也（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学校教員（社会
科）、高校教員
（公民科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50876号

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

東京学芸大学 日本国憲法を読み直す

日本国憲法の知識をブラッシュアップする。憲法の基本的な理
念を再確認した上で、 新の判例や憲法学説についても紹介す
る。同時により奥深い授業展開ができるよう指導上のポイント
なども交えながら進めるとともに、新学習指導要領で指導項目
として挙げられている裁判員制度についても言及する予定であ
る。なお中高の公民科レベルで講習内容は展開されるが、日本
国憲法に興味のあるすべての教員に開かれたものとしたい。

斎藤一久（准教授）
角替　晃（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭 教諭 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50877号

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

東京学芸大学 生活の中の法律
中学校、高等学校の学習指導要領をふまえ、消費者問題や家族
問題などの生活にかかわる法律問題について身近なところから
学習する

服部篤美（准教授）
野川　忍（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校、高等学校
の各教員

7,800円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50878号

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

東京学芸大学 国際政治の 新事情
国際社会における利害対立はなぜ起き、その解決ははかられる
のか。この問いに答えるべく、国際政治における現在の争点を
具体的に挙げながら、国際政治の基礎概念を解説する。

久邇良子（准教授）
都留康子（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校高等学校の
教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50879号

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

東京学芸大学 現代日本の政治・行政

日本の政治・行政は1990年代から今日まで大きな変化を経験
し、制度の改革も相次いでいる。これらの変化を理解するに
は、社会全体の変化と関連づけながら、制度・実態・改革のか
らみ合いを考察することが必要と思われる。この講習では、政
党政治・内閣・地方自治・対外関係などからトピックを選び、
それらの現状と課題について「あるべき姿」よりも現実主義的
な観点から考えたい。

赤間裕介（講師） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校、中学校、
高等学校の各教員

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50880号

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

東京学芸大学 マイノリティから見た近代日本
在日朝鮮人の法的状況を、戦前の植民地支配から今日にいたる
文脈に即して検討し、その意味を考える。

及川英二郎（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月13日 教諭
小学校・中学校・
高校教員の各教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50881号

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

東京学芸大学 東アジアの中の日本史

日本列島の歴史は、朝鮮半島や中国などと、政治・経済・文化
などの様々な局面で関わりを持ちながら展開してきました。こ
の講習では、卑弥呼の時代の日本列島・隋や唐と交流を持った
古代の日本・江戸時代の鎖国と開国の問題・外国人の見た日本
社会、などに着目しながら、日本史や東アジア史の 新の研究
事情も交えながら、教科書の背後に広がっている歴史の世界の
奥行きを感じていただきたいと考えています。

小嶋茂稔（准教授）
大石　学（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭
小学校・中学校
（社会）・高校
（地歴）教員

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50882号

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

東京学芸大学 現地調査から見える中国の今と歴史

中国の近現代史、そして現状（社会、経済、教育、環境、習
俗、そして都市と農村の格差・比較、農村の現状など）を、
新の調査研究成果、情報を使用して講義を行いたい。また、社
会調査の法に関しても紹介したい。

田中比呂志（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年11月15日 教諭 中学校・高校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年10月2日

平21-
10025-
50883号

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

東京学芸大学 西洋文明とイスラーム文明の出会い

現在、西洋文明とイスラーム文明との対立が問題となっている
が、二つの文明の出会いは中世にさかのぼり、イベリア半島と
シチリアにおいて 初の出会いが見られた。この出会いは基本
的には衝突や対立であったが、他方で経済的・文化的交流と
いってよい事実も見られた。 初の出会いを多面的にながめる
ことによって、二つの文明の関係について考える。

林邦夫（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭 中学校・高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50884号

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

東京学芸大学 過去と向き合うヨーロッパ

ヨーロッパ近現代史を扱う。現在の研究動向、新しい研究テー
マなど、 新の学問状況の一端を紹介する。また、ヨーロッパ
における歴史教科書の改善運動などを手がかりに、現在のヨー
ロッパが過去にどのように向き合っているかを考える。

川手圭一（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年7月26日 教諭 中学校・高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50885号

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

東京学芸大学 金融経済の今日的問題と金融教育
いわゆるサブプライム問題を契機に１９年度以降は経済状況が
激変していることを背景に、実行可能な金融教育について、東
京都の学校の実態調査を踏まえて説明する。

高籔  学（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校・中学校
（社会科）・高校
教員（公民科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50886号

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

東京学芸大学
小学校社会科における歴史教材・授
業開発

江戸時代に焦点を当て、政治･経済･社会・文化などの観点か
ら、小学校の歴史授業づくりに役立つ情報を提供する。６学年
の歴史学習だけでなく、中学年の地域学習で取り上げる「地域
の開発」事例などにも触れながら、教材の開発･作成の視点につ
いて解説する。また、後半ではそれを踏まえて歴史授業づくり
についての演習を行う。具体的には、小単元レベルで目標や指
導計画を検討し、ある1時間について学習指導案を作成する。

大石学（教授）
大澤克美（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月28日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50887号

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

東京学芸大学
中学校社会科における歴史教材・授
業開発

近代東アジアの歴史の取扱いは、政治的問題も含み、大変に難
しいところが多い。これに対して歴史学や社会科教育学の 新
の研究成果を踏まえながら、現場の教材開発・授業作成の課題
にこたえていく。

小嶋茂稔（准教授）
坂井俊樹（教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年8月30日 教諭
中学校教員（社会
科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50888号

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

東京学芸大学 社会科における公民教育

公民教育とは制度について教えるだけの学習なのだろうか。
近の社会科教育学の動向をふまえつつ、公民教育の多様性と、
新たな可能性を追う。基本的には、前半は講義、後半は授業作
成を予定している。

渡部竜也（講師） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月9日 教諭
小学校・中学校教
員

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50889号

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

東京学芸大学 数と図形で遊ぼう

小学校における算数の中心テーマである数と図形についての興
味深い性質を，実際に作業をしながら探っていきたい。そして
そこにはどんな数学的裏づけがあるのかを明らかにする。すべ
ての領域を網羅するのは不可能なので，内容はトピック的にな
らざるをえないことをお断りしておく。

滝沢　清（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月14日 教諭 小学校教員 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50890号

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

東京学芸大学 整数に関する一，二の散歩

自然数、整数に関する基本的な性質である 大公約数、 小公
倍数、素数および素因数分解の一意性は直観的に教えられ、理
解してきた。これらを厳密に理解するためにまず、 大公約数
を求めるアルゴリズムであるユークリッドの互除法を使って、
２元不定方程式の整数解を具体的に解くアルゴリズムを解説す
る。その上で、素数の性質の２つの側面を紹介し、任意の整数
が一意的に素因数分解出来る事を解説する。

宮地淳一(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年7月25日 教諭
中・高教員(数学
科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50891号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 結び目のおはなし

結び目理論とは，空間内の閉じた紐の形状を研究する位相幾何
学の1分野です．ここでは，結び目理論の初歩に関して講義しま
す．厳密性はやや犠牲にしますが，直感や絵を用いた説明をす
るので，数学の基礎知識は前提としません．

安原　晃(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月13日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50892号

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

東京学芸大学 座標幾何学入門

平面や空間内において、座標を利用して図形を方程式で記述
し、これらの幾何学的性質を代数的手段によって取り扱う方法
について解説する。まず基本である、座標、ベクトル、行列、
行列式、座標変換という概念を導入し、平面上の直線、円、楕
円、放物線、双曲線の簡単な幾何学的特徴について紹介する。
さらに空間内の平面や球面、および一般の2次曲面とその切り口
の図形などについて講義する。

竹内伸子(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年7月26日 教諭
中学校教員(数学
科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50893号

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

東京学芸大学 結び目理論入門

結び目理論とは, (閉じた)紐が空間内で結ばっている様子を研
究する位相幾何学の一分野です. 絵を描いて直観的な説明をす
る事もできるので, 中等数学教育に於ける空間把握能力の題材
としても, 面白い対象ではないかと思います. ここでは, 結び
目理論の入門的な内容を講義します. まず結び目とは何かを説
明し, その後で不変量について説明します. 不変量を用いると,
「二つの結び目が異なる」という事を数学的に厳密に証明する
ことができるようになります.

田中　心(講師) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月14日 教諭
高校教員（数学
科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50894号

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

東京学芸大学 微積と実数

微積分学の基礎として関数の考え方、極限、級数、関数の連続
性、微分可能性、積分等の概念があり、更にそれらの全ての基
礎として実数の連続性がある。この講習ではこれらの基礎的概
念を 初からもう一度見つめ直して、解析学の基本的事項を現
代数学の立場からより深く学びなおすきっかけにしたい。

山田　陽(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月26日 教諭 高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50895号

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

東京学芸大学 微分積分とその応用
微分積分学で必要な基本的概念や定理の重要性を解説し、微分
方程式への応用についても触れる。また、実際に演習問題を解
かせることによって、理解を深めさせる。

溝口紀子(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月22日 教諭 高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50896号

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

東京学芸大学 確率・統計

確率・統計の基礎を学びます。サイコロを投げて出る目等のよ
うに同一条件下で実験を行っても結果が一意的には定まらない
ような偶然的現象でも、各々の結果が起こる確からしさに関し
て何らかの法則が存在しているのであろうか？この講習では、
確率の概念を導入してこのような統計的法則を記述し数量化す
るための数学的方法について考察します。

横山隆久(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年7月25日 教諭 小学校教員 9,045円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50897号

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

東京学芸大学 統計とは何だろうか

情報化社会の中で，データの科学として統計学はこれまで以上
に重要な役割を果たしている。学校教育においてもその重要性
が再認識され，新学習指導要領において学習内容の充実が図ら
れようとしている。本講習では，「統計」における基本的な考
え方について理解を深めることを目的とする。

伊藤一郎(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月13日 教諭 小・中・高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50898号

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

東京学芸大学 近の物質科学

科学技術政策の重点課題の一つであるナノテクノロジーを担っ
ている 近の物質科学の発展の特徴を解説する。いくつかの代
表的物質を例をとりあげそれらが物性科学の発展にどのように
貢献しているかを考察する。

並河一道(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭 小・中・高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50899号

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

東京学芸大学 物理分野に強くなる

物理分野を専攻してこなかった教員を主な対象とします。中
学・高校の教科書で扱われてはいるが，実は奥が深い物理概念
を中心に，実験を交えながら学習します。また，米国で発達し
ている，物理教育研究に基づいた新しい物理教育法についても
紹介し，講習で実践します。

新田英雄(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年7月26日 教諭

中学校教員(理
科）・高等学校教
員(物理以外の理
科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50900号

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

東京学芸大学
小学校理科物理分野教材に関する実
験

小学校理科物理分野の教材として取り扱われているものに振り
子、テコ、モーター、電磁石、光電池などがあるが、これらの
基礎になっているものは力学や電磁気学である。さらに光電池
では半導体などの知識も必要になってくる。この講座ではこれ
らの物理的な基礎を学び、簡単な実験を行って確認する。

相澤則行(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月21日 教諭 小学校教員 6,500円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50901号

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

東京学芸大学 磁石の実験

小学校では「ものには、磁石に引きつけられるものと引きつけ
らないものがある」と教えています。このテーマは、 新の研
究室で、多くの研究者が真剣に取り組んでいるテーマでもあり
ます。本研修では、磁石に引きつけられるものと引きつけられ
ないものに関する物理現象を、実験と講義をとおして体験して
頂きます。この分野の 新の研究を紹介することも予定してい
ます。

荒川悦雄（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月22日 教諭 小学校教員 7,200円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50902号

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

東京学芸大学 光の性質　－見えるから簡単？－

光に関する現象は，興味深く身近に感じられる教材である．こ
の講習では，現象を理解するために必要な幾何光学・波動光学
の基礎を見直し，基本的な実験を通して光の波動的性質・粒子
的性質を確かめる．また，日常生活や教室での実験で観察され
る現象において，観測している物理量は何か，一つの現象が現
われる条件，などについて考える．

植松晴子(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月12日 教諭 小・中・高教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50903号

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

東京学芸大学 ものの溶け方

水溶液を中心に、演示実験を交えて、「ものの溶け方」を講義
する。そこでは、水の性質、溶ける速さ、溶けた状態を通じ
て、拡散、対流、真の溶液、コロイド溶液、懸濁液、分離・精
製等の内容が含まれる。

小川治雄(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月20日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50904号

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

東京学芸大学 金属イオンの定量

海水や河川の水には、マグネシウムやカルシウムなど金属イオ
ンが溶解している。本講習では水溶液中のカルシウムを酸化還
元滴定法とキレート滴定法によって定量する実験を行い、ガラ
ス器具の取り扱いやデータ解析など実験操作や基本的知識の習
得を目的とする。

小坂　知己(講師) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中・高等学校（理
科）教員

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50905号

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

東京学芸大学
小・中・高等学校理科の化学的内容
の統一的理解

化学は物質の構成・性質・変化を原子や分子の観点から探究し
理解する自然科学の領域である。学校教育の理科では、物質系
の身近な現象を巨視的な観点から探究することから始め、徐々
に個別に抽出された物質を対象とするように進行する。観点も
微視的となり、高校段階で物質を原子論によって理解するに至
る。講習では、化学的内容の系統性、教授法としての実験につ
いて取り上げ、広い理科の教育内容の中の位置を明確に位置づ
ける。

斉藤　昭(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月28日 教諭
小学校教員、中・
高等学校（理科）
教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50906号

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

東京学芸大学 動物発生学・生理学の 新事情
この講習では、生殖細胞と体細胞を中心に、動物発生学・生理
学に関連した 新事情を紹介する。

三田雅敏(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校教員（理
科）、高等学校教
員（生物）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50907号

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

東京学芸大学 コオロギから広がる科学の世界

理科の教育は、教師自らが学ぶ楽しさを知り、自然世界への限
りない探究心に支えられて初めて、実践できるものです。本講
ではフホシコオロギの体のつくりや行動の観察を行い、観察事
実から得た「知」を基に、鳴き声であれば音楽や物理・数学、
言語、脳の認識等との関連を探っていきます。脳の理解を深め
てもらうためコオロギの神経の活動を記録して音で聴いたりす
る実験も行います。

吉野正巳(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月25日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50908号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学
生態系とは？～生物間の相互作用の
視点から

教科書では生態系は食物網を通した物質・エネルギーの流れと
表現されることが多いが、実際はもっと複雑な、生物と生物、
生物と非生物の相互関係の総体である。その中で、捕食-被食、
共生、競争などの生物間の相互作用のあり方について様々な例
を紹介し、生態系を形作る多様な相互関係への理解を深めた
い。

狩野賢司(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭
小学校～高校教員
（理科・生物担当
教員）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50909号

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

東京学芸大学 動物の環境応答と適応

ヒトを含めたすべての動物は、絶え間なく浴びせられる外界か
らの刺激に対して適応的に反応しています。特に生後の発達期
にはこのような柔軟性が顕著です。本講習では、神経系、免疫
系、内分泌系などによる体全体の統御のしくみに触れながら、
動物の環境応答と適応のメカニズムを概説します。

原　健二(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小学校教員・中学
校教員・高等学校
教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50910号

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

東京学芸大学 遺伝子科学の基礎
生命現象に基礎である遺伝情報発現のメカニズムについて学ぶ
ことにより、ヒトゲノム、がん、ウイルスなど、遺伝子に関す
る身近な事柄を理解することを目的とする。

原田和雄(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月26日 教諭
小学校教員・中学
校教員・高校教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50911号

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

東京学芸大学 岩石と鉱物
児童・生徒が見近に観察している岩石・鉱物を取り上げる事を
目指してその出来方や特性を理解する講義を行うとともの、実
際の岩石・鉱物を扱う琴似より、その理解を深める。

中田　正隆(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月30日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50912号

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

東京学芸大学 地震と火山

小学校理科や中学校理科２分野で学習する地震や火山につい
て，その原因やメカニズム，具体的事例，関連事項等にも触れ
ながら，基礎的な内容からやや発展的な内容まで概説する。ま
た，東京学芸大学における地震観測の現場見学や実際の観測
データに基づく簡単な実習，地震すなわち断層運動に関する簡
易実験等も行う予定である。

里　嘉千茂(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭
小学校教員、中学
校教員（理科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50913号

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

東京学芸大学 生命の歴史

地球上における生命の歴史について、講義及び標本の観察など
を通して学ぶ（または学び直す）。古生物学の基礎的な知識に
加え、ニュース等で報道されるような 新の地検に関しても適
宜紹介する。

佐藤　たまき(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月27日 教諭 教諭 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50914号

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

東京学芸大学 地層から読みとる大地の変化

本講習では，都市近郊に身近に見られる地層を題材として，地
層やそこに含まれる微化石から読み取れる過去の環境変化など
について実習・講義を行う．具体的な実習内容としては，１）
水平層を利用して，それらの地質柱状図の作成から地層の広が
りについて理解する．２）採取してきた岩石やローム層から，
微化石や鉱物などを洗い出し，その意義について考える．

高橋　　修(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月12日 教諭
小学校教員、中学
校教員（理科）

6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50915号

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

東京学芸大学 天体望遠鏡実習
この講習では、天体望遠鏡の原理について解説しつつ、理科の
授業ですぐに活用できるよう小型の天体望遠鏡の扱い方を実践
的に学ぶ。天候に恵まれれば、実際に太陽黒点の観察を行う。

土橋 　一仁(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年11月14日 教諭
小学校教員、中学
校教員（理科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年10月2日

平21-
10025-
50916号

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

東京学芸大学
環境と生態系：化石と地層に封印さ
れた情報に基づいて

東京の地質と環境の変遷について，地層と化石を基に，環境復
元と変遷過程を講義し，実習する．特に，陸上生態系の復元法
を知り，過去と現在を比較する。

松川　正樹(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年11月14日 教諭
小学校教員、中学
校教員（理科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年10月2日

平21-
10025-
50917号

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

東京学芸大学 火山とくらし

日本は世界でも有数の火山国であり，火山と付き合って生活し
ていくうえで 低限の知識が必要であろう．前半は火山のでき
方や火山を構成する物質などについて，講義に加えて岩石標本
の観察や，噴火実験なども合わせて学ぶ．後半は，溶岩流や火
山灰，火砕流，火山ガスなど火山活動によってひきおこされる
災害と，景観や温泉，地熱エネルギーなど火山がもたらす恩恵
について学ぶ．

藤本　光一郎(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月25日 教諭 教諭 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50918号

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

東京学芸大学 植物の生き残り戦略を考える

植物に対して「生きている」という実感を持ちにくい子どもが
いるようです。しかし植物は「移動することができない」とい
うデメリットを克服するために，驚くほどしたたかな仕組みを
備えています。いかに効率よく子孫を残すか，乾燥や紫外線な
どの過酷な環境や，捕食者や病原体から身を守るか，植物同士
の競争にどのように打ち勝つかなど，植物の生き残りをかけた
戦略について一緒に考え，子どもたちと明日から新たな視点で
植物を観てみましょう。

中西　史(講師) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教員 6,500円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50919号

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

東京学芸大学 メカトロニクス入門

現在、ロボット、メカトロニクスに関する教材、製品を設計・
製作するためにＰＩＣマイコンが多く使用されている。この講
習では、ＰＩＣマイコンを用いた機械制御の基礎を、制御回
路、制御プログラムなどを中心に学ぶ。

海老原理徳（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月13日 教諭
中学校教員（技
術）工業高校教員
（機械科）

8,200円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50920号

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

東京学芸大学 技術における物理

電気回路を理解するためには物理で学ぶ電磁気学の知識や複素
数を使った数式を理解することが大変重要である。この講習で
は交流回路を中心に電磁気学とのかかわりを強く持たせながら
ゲルマラジオの同調回路などの理解を深める。

藤井和人(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月26日 教諭

中学校教員（技
術）
工業校教員（電
子・電気科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50921号

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

東京学芸大学 動画で情報発信
ネットワークの高速化に伴い、動画が新しい情報発信の手段と
しての地位を確立しつつある。この講習では、動画を作成し発
信する技能について学ぶ。

山田朗(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月20日 教諭
中学校教員（技
術）、高校教員
（情報）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50922号

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

東京学芸大学 小学校音楽教材を中心とする歌唱法
小学校音楽教材を題材として、受講者自身の歌唱力向上を目指
すとともに、児童発声の指導法などを基本的姿勢から実技演習
を中心にした講習を行う。

黒田博(准教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

教諭
小・中学校教員
（音楽科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50923号

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

東京学芸大学 中・高音楽教材を中心とする歌唱法
音楽科教員を対象にした歌唱法の講習。中・高の音楽教材を題
材として、指導する立場、表現する立場、両方の視点から呼吸
法、発声技術、表現力等の向上を目指す。

小林大作(准教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年8月7日～
平成21年8月8日

教諭

小学校教員（音楽
科）・中学校教員
（音楽科）
・高校教員（音楽
科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50924号

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

東京学芸大学 合唱・指導法
小中学校の教材を使い、発声を基本にハーモニーの作り方を学
びましょう。受講された先生方に実際に合唱していただき、指
揮もしてもらいます。

横山和彦(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小・中・高教員 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50925号

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

東京学芸大学 もっとピアノで語りたい！
音楽科教員を対象とする。ピアノの演奏技術を基礎から見直し
表現力の更なる向上を目指す。実技演習形式で行なう。

石橋史生(准教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年8月21日～
平成21年8月22日

教諭

小学校教員（音楽
科）・中学校教員
（音楽科）
・高校教員（音楽
科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50926号

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

東京学芸大学 思いっきりピアノ！
音楽科教員を対象にしたピアノ演奏法の実力アップ講習。実技
演習を中心に演奏技術はもちろん、感性を磨き、音楽的な表現
力をいかに獲得するか実践していく。

中野孝紀(准教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年8月8日～
平成21年8月9日

教諭

小学校教員（音楽
科）・中学校教員
（音楽科）
・高校教員（音楽
科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50927号

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

東京学芸大学 ピアノ音楽文化史
大作曲家達のピアノ作品を取り上げ、その土壌となったヨー
ロッパの歴史、社会的背景をも考察することで彼らの実像にせ
まる。

椎野伸一(教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

教諭 小・中・高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50928号

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

東京学芸大学 器楽奏法（管楽器）スキルアップ
管楽器実技演習を中心としたスキルアップ講習。より美しい音
楽表現のための呼吸法やテクニック習得法など、実践を通して
学びます。

清水和高(准教授) 東京都小金井市 6時間
平成21年11月14日～
平成21年11月15日

教諭

小学校教員（音楽
科）・中学校教員
（音楽科）
・高校教員（音楽
科）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年10月2日

平21-
10025-
50929号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 学ぼう指揮法

受講生が合唱や合奏のメンバーとして演奏しながら、一人ずつ
が順に指揮をする形式で進める実践的指揮法講座。取り上げる
楽曲は唱歌、教科書教材からシンフォニーまでさまざま。
《 ＊なお、何か管弦打楽器を演奏できる人は各自楽器を持参の
こと（チェロ、コントラバス、打楽器については本学で貸与可
能）。申し込みの際に、担当可能な楽器名を記載すること。》

山本訓久（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月13日 教諭 小・中・高教員 8,100円 30人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50930号

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

東京学芸大学 音楽鑑賞・創作指導法
「鑑賞」と「創作」を中心に、その効果的な指導法を、多くの
実例を紹介しながら考察する。

山内雅弘(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭 小・中・高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50931号

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

東京学芸大学 ｢外がわの美術｣と図画工作・美術

「アウトサイダーアート＝外側の美術」をエイブル・アート、
プリミティブ・アート、子どもの絵、等を含む幅広い範囲のも
のとしてとらえ、美術史との関連をふまえて検討することに
よって、そこに内在する「表現のはじまり」とその可能性をさ
ぐる。また、そうした要素と教育現場との関連を念頭においた
制作実習を試みる。

河村正之(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小、中（美術科） 6,500円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50932号

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

東京学芸大学 日本美術史入門
日本美術史の 新の成果をふまえながら、古い時代の美術（主
に絵画）とどのように接したらよいのか、一美術史家の立場か
ら考えたい。作品のスライド、複製などを用いる予定。

鈴木廣之(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭 中、高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50933号

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

東京学芸大学
指導者の引き出しを増やす絵画技法
研究

 材料研究、技法研究は美術を指導する上で不可欠なものです。
本講習は、日本画の多彩な技法材料に触れる演習を通して、指
導の引き出しを増やすことを目的としています。チューブ入り
の既成絵の具を使う水彩や油彩とは異なり、顔料と膠を自ら混
合する日本画技法の体験から授業のイメージを膨らませていた
だければ幸いです。

荒井　経(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中（美術科）、高
（美術科）教員

8,500円 25人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50934号

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

東京学芸大学 造形コミュニケーション

児童・生徒の身近にある環境や制作したモノやコトなどを、メ
ディアとしてとらえ、それを基にしたコミュニケーションの広
がりを、レクチャーと小ワークを交え実感的な経験として吸収
し、現場に活かして頂きたい。

石井壽郎(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小、中、高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50935号

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

東京学芸大学 版を使った表現

さまざまな版画表現の実例を作品やビデオ等で紹介しながら、
基本的な素材・道具と表現の関係性や版を扱う表現の意味と効
果について解説する。また、基礎的な技法をもとにした制作実
習を通して、図工や中高美術における版表現の指導や教材・題
材について再考する。

清野泰行(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月20日 教諭
小学校、中学校
（美術科）、高校
（美術科）教員

8,500円 25人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50936号

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

東京学芸大学 身近な素材による造形

造形の素材は高価なものから廉価なもの、さらには、暮らしの
中にもたくさんあります。そんな身近な素材を使って、制作に
挑戦してもらいます。グループによる制作を予定しています。
制作活動を客観的に振り返りながら、そのプロセスを検証して
みましょう。また、題材設定や動機付け、制作活動、鑑賞、片
付けなどの中から、義務教育の図工・美術教育で培うべき能力
の在り方を再確認してみましょう。

鉄矢悦朗(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小、中、高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50937号

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

東京学芸大学
金属工芸の基礎技法－毛彫り、透か
し彫りによるブローチ制作-

金工の伝統技法である、毛彫り、透かし彫り技法を用いてブ
ローチを制作します。手道具による制作法や表現法を学ぶこと
で、彫る、切る、透かすという手道具の基本的使用法を学ぶと
ともに、教育現場における手道具の可能性を探ります。

古瀬政弘(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月27日 教諭 小、中、高教員 7,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50938号

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

東京学芸大学 キャラクター・デザイン

世の中で活躍する「キャラクターたち」を考察しながら、コ
ミュニケーション・ツールとしての可能性を探り、ビジュア
ル・デザインのプロセスを学ぶ。実際に自分をモチーフにした
「キャラクター」を創作し、そのプロモーション企画を兼ねた
メディア表現をおこなう。

正木賢一(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小、中（美術科）
教員、高（美術
科）

9,500円 20人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50939号

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

東京学芸大学 初めて挑むシリコン型の制作

石膏や粘土やセメント、あるいは食品のチョコレートやクッ
キーやぜりーなど同じものをたくさん作るとき、「型」を使用
して流し込みを行いますが、この「型」の制作法を学びます。
今回はこの「型」の制作において、シリコン素材を使用するこ
とで、より正確に、また多くの立体を作ることに挑戦します。
まずは簡単なレリーフ状の半立体の作品から始めましょう。

宮里明人(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年11月14日 教諭
幼稚園、小学校教
員

7,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年10月2日

平21-
10025-
50940号

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

東京学芸大学
武道（柔道）の指導における課題と
アイデア

学習指導要領の改訂に伴う武道の必修化で、柔道が専門でない
教員が柔道を教えるときにどのような課題があり、また指導の
工夫やアイデアがあるかを解説する。具体的には安全指導、怪
我への対処または防止方法、国内外の技術指導方法、礼法など
について述べる。

射手矢岬(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭 小・中・高 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50941号

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

東京学芸大学
子供の外遊び経験と意欲・コミュ
ニュケーション力

こどもの体力や運動能力の発達のために、屋外で体を動かして
する遊びが有意義であることは、よく耳にすることです。特に
仲間とともに充分な外遊びが行われると、「からだ」の面にと
どまらず、意欲・コミュニケーションの力の発達や、考え学ぶ
ことの下地作りにも有益である、ということを確かめようとす
る研究を紹介しながら、現在の子どもたちについて考えてゆき
ます。

及川研(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年6月13日 教諭 小学校教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50942号

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

東京学芸大学 子どもの健康づくりと体育指導

子どもの健康や体力に大きな影響を及ぼす要因として、姿勢、
睡眠、肥満などの問題を取り上げ、運動との関係から体育指導
における子どもの健康・体力づくりの具体的方法について講義
する

宮崎義憲(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月8日
教諭

養護教諭
指定なし 6,000円 60人

平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50943号

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

東京学芸大学
水泳の安全指導と実践的指導力の向
上

 安全水泳を根底に置いた学習指導の展開を図るため、水の特性
や水中の運動特性が身体に及ぼす影響について科学的に考え
る。また、各種泳法とともに着衣水泳等の実践を通して、水泳
指導の際のバリエーションを広げ、指導力の向上を目指した
い。

柴田義晴(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50944号

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

東京学芸大学
バスケットボールのシュート指導法
スキルアップ

バスケットボールのシュート技能を向上させるための指導上の
キーポイントについて説明する。シュートされたぼーるが安定
した軌道をたどるためのシュート方法と、シュート可能な状況
を作り足すための防御者との対峙打破ほうほうについて、実技
を通して理解を深める。

岩本良裕(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校教員、中・
高校教員（体育）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50945号

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

東京学芸大学 器械運動の理論と実際
学習指導要領を基に小学校で学習する技に関して、指導方法(場
の設定を含む)や運動構造を理論的に学習。さらに、実技を通し
て学習した理論を確認する。

水島宏一(准教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50946号

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

東京学芸大学
学校現場に求められる『野外・環境
教育』の現状と未来～楽しさの奥と
先にあるもの～

国の施策としての公教育における「野外・環境教育」の現状を
踏まえた上で、その基礎理論を理解する。さらに活学としての
当該教育の持つ可能性を、現代社会が抱える諸問題への取り組
む「サステイナビリティ（持続可能な社会のための）教育」理
論と実践の視点から考察する。講義だけでなく、講習内容に関
するプログラム作りなどの作業や屋外での実地も含む。。

小森伸一(講師) 東京都小金井市 6時間 平成21年9月26日 教諭 教諭 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50947号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 陸上運動スキルアップ実践講座

陸上運動には、走種目、跳種目、投種目等様々な種目があり、
それぞれに基本技術が存在する。この講習では、それらを再確
認するために、陸上運動（基本の運動・短距離･ハードル･跳
躍）における基本技術を中心に、様々な能力を持つ児童に対応
させるための知識と基本技術習得の練習法を紹介する。また、
ハードル種目や跳躍種目を中心に様々な用具を利用した教材研
究なども実施する。

繁田進（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50948号

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

東京学芸大学 リズム型ダンスの理論と実際

中学校および高等学校の学習指導要領で取り上げられている
「現代的なリズムのダンス」について、リズムに乗って動くた
めのポイントを解説するとともに、ヒップホップやサルサなど
具体的なダンスの実習を通してその感覚の体得を目指す。

神戸周（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月14日 教諭
中学校教員（保健
体育）、高校教員
（保健体育）

6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50949号

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

東京学芸大学 現代舞踊教育学

現代に生きる児童・生徒達が人間として成長できる舞踊とは何
かについて考え、指導要領の舞踊としてのメジャーである創作
舞踊を中心に展開し、教師自身の舞踊作品創作や発表能力向上
で、指導力を得る

白須尋子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月21日 教諭
小学校・中高（保
健体育）

8,500円 30人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50950号

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

東京学芸大学
生涯スポーツに向けて～体育の目標
のこれまでと未来

生涯スポーツという考え方が示されて現在に至っているが、そ
の概念が明確でない。そこで、現在この概念が今日まで至った
経緯を明らかにしたい。また学校体育の目的も変遷している。
そこで、その変化の過程を明らかにするとともに、各考え方の
背景にある思想的裏づけや社会的要因を明らかにしたい。

大橋道雄（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小学校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50951号

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

東京学芸大学
保健学習・保健指導の新しい課題と
指導法

養護教諭が行う保健学習および保健指導の目標・内容・指導方
法について，新学習指導要領に基づいて説明を行う。また学校
健康教育で扱うべき現代的健康・安全課題について取り上げ
る。

渡邉　正樹（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月22日 養護教諭 養護教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50952号

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

東京学芸大学 学童期・思春期における精神保健
学童期および思春期の心理社会的発達課題について述べ、さら
に学童期・思春期にみられる心身症や問題行動にもふれる。

松橋　有子（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月26日
教諭

養護教諭
養護教諭・教諭 7,995円 50人

平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50953号

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

東京学芸大学 救急処置

学校現場において児童・生徒に問題が生じた時、まず対応する
のは現場の教員である。本講義では学校現場で必要とされる応
急処置につき概説し、受講者が適切な対応が取れるようになる
ことを目標とする。具体的な内容としては、救命処置（ＡＥＤ
使用方法含む）と一般的な応急手当につき、医学的な説明とと
もに、その手順・手技に関して実習を交え講義する。

石井　彰（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月23日
教諭

養護教諭
養護教諭・教諭 6,000円 50人

平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50954号

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

東京学芸大学 女性と健康
リプロダクティブヘルスの概念を基本にした、保健教育をする
上で必要な女性特有の健康について、知識および現状について
紹介、解説する。

鈴木　琴子（講師） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
教諭、養護教諭 6,000円 50人

平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50955号

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

東京学芸大学
子どもの健康問題を理解するための
課題発見・解決学習

事例のグループ討議を中心とし、健康課題をもつ子どもの問題
解決をするために必要とする視点や情報、問題点への対応策を
具体的に検討する。

竹鼻　ゆかり（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月24日 養護教諭 養護教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50956号

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

東京学芸大学 子どもの読書環境を考えよう

メディアの多様化，生活の変貌の中で，現代日本の子どもの読
書は大きく変貌している。講習ではその実態を分析し，子ども
読書推進法，子ども読書計画を素材に，学校と地域における子
どもの読書環境整備の課題と方向性をさぐる。

山口源治郎（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月13日 教諭 教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50957号

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

東京学芸大学 教室のジェンダーを考えよう

小・中学校の教室での、教師と児童生徒間、および児童生徒相
互のジェンダー関係に目を向け、学校内外でジェンダーを形成
していく子どもたちに対して、どのようなアプローチが必要か
つ適切かについて考える。また、小学校と中学校の学校文化の
相違点について検討するとともに、教員自らのジェンダー実践
についても省察する。授業に対する実践的貢献を念頭におき、
講義のみならず、共同討議などの講習形態を含める。

中澤智恵（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月3日 教諭
小学校教員・中学
校教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50958号

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

東京学芸大学 地域社会から学校をみる

子どもの生活を考える上で，地域社会は幾つかの面を持ってい
ます。
１　子どもを育て見守る地域社会（仲間，遊び，安全）
２　学校を支える地域社会・学校が支える地域社会（地域と連
携する学校）
３　生活課題を考え生活を豊かにする地域社会（自治を育む）
この中での学校のありようを考えてみます。

高田滋（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月26日 教諭 教諭 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50959号

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

東京学芸大学 ドイツ語圏の文化・文学

１４以上の民族からなる多民族国家であったハプスブルク帝国
の崩壊期の社会と文化を、音楽（ヨハン・シュトラウスやレ
ハールのオペレッタ）、造形芸術（建築家のヴァーグナーや
ロース、画家のクリムトやシーレ）、文学（シュニッツラーや
ホフマンスタール）などのテキストをもとに分析的に捉え、多
文化が共存する状況にひそむ原理的な問題について考察する。

赤司英一郎（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月13日 教諭
中学校教員・高等
学校教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50960号

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

東京学芸大学 国際人権教育をアジアから考える

アジアの経済発展にともなう社会状況の急変とともに、さまざ
まな人権問題が多様な形で表出ないし浮上している。そういっ
た人権問題の背景や歴史、実態と解決方法への模索などを通し
て我々の人権意識も踏まえつつ、社会と人権との関連性を追究
します。

李修京（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50961号

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

東京学芸大学 アメリカ文化を翻訳する

アメリカの文学・映画作品からさまざまなテクストを取りあ
げ、翻訳にまつわる諸問題の検討を行いながら、英語の読解力
や日本語の表現力をブラッシュアップする。グループワークや
ディスカッションを交えつつ、ひとつひとつのテクストが編ま
れた歴史・文化状況や、作品のもつ個性やリズムを理解し、文
法的に正しいだけでなく、文脈に即した読みやすい日本語の文
章を考える。

小澤英実（講師） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校教員（英語
科）・高等学校教
員（英語科）

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50962号

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

東京学芸大学 異文化社会の中でのことばの教育

日本国内に住む外国人が増加し、教育現場が国際化していく中
で、以前にもまして教員の国際化が求められている。もはや英
語ができればそれで十分だという状況にはない。子どもたちが
異文化社会の中で、どのようにことばを学び、社会にとけこん
でいくのか。そして私たちは、子どもたちとどのように接して
いけばいいのか。さらには、その保護者とどのように協力して
いくことができるのかなど、さまざな面から考えてみたい。

木村守（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校教員、中学
校教員（国語）、
高校教員（国語）

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50963号

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

東京学芸大学 留学生への日本語教育を考える１

日本語を母語としない留学生が外国語として日本語を学ぶとい
うことはどのようなことか、国内外で市販されているいくつか
の日本語教材を概観し、留学生がどのような言語的な誤りをお
かしがちか、なぜそのような誤りを起こすのかなどを分析・考
察する。また、外国人留学生とコミュニケーションを行う際、
どのような配慮が必要かについても学ぶ。

谷部弘子（教授）
島田めぐみ（准教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年9月26日 教諭 高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50964号

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

東京学芸大学 留学生への日本語教育を考える２

日本語を母語としない留学生の言語の能力をどのように評価し
たらいいかを学ぶ。たとえば、日本語能力試験が留学生のどの
ような能力を見ようとしているのか、試験の結果をどのように
解釈したらいいのかなどについて考察する。また、多言語多文
化社会における言語学習と評価について学ぶために、欧州で開
発された言語教育の枠組みも紹介する。

谷部弘子（教授）
島田めぐみ（准教授）

東京都小金井市 6時間 平成21年9月27日 教諭 高校教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50965号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 ヨーロッパ地域を学ぶ

ＥＵ統合が進むヨーロッパ地域の地理的理解は一般に西ヨー
ロッパに偏っており，主要国を中心にした学習になりがちであ
る。そこでこの講習では，社会科（地理や現代社会）の教材と
してよく扱われる旧ユーゴスラヴィアの国家解体と諸国の独
立，民族紛争を事例にして取り上げ，ヨーロッパの地域的な問
題について考える。

加賀美雅弘（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭
中学校教員(社会
科)、高等学校教員
(地歴科)

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50966号

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

東京学芸大学
異文化理解教育の基礎としての文化
人類学入門

異文化理解の基盤となる文化人類学の基本的な考え方と概念を
説明する。自文化中心主義的な見方(偏見)は異文化理解の碍げ
となるが、いきなり中立的な見方に立てるわけではない。偏見
を脱するためには、文化人類学の諸概念と見方を手がかりとし
て、異文化の見方を修正してゆく他はない。そのために、文化
の概念、言語と認識、生業、家族・親族組織、慣習としての宗
教、民族の概念について解説し、その内容の正確な理解と、問
題点の把握を目指す。

吉野晃（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年9月27日 教諭

小学校教員(社会
科)・中学校教員
(社会科)・高等学
校教員(地歴科)

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50967号

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

東京学芸大学 日本の宗教を学ぶ

社会科で宗教を教える際の も基本的な視点を講義するととも
に、それに基づいて日本の諸宗教を再検討する。その際に仏
教、神道、キリスト教、新(興)宗教等の組織化された宗教だけ
ではなく、民間信仰、伝統的年中行事、宗教に基づく様々な文
化等の多様な対象を取り上げる。また宗教の思想的側面だけで
なく、社会的な側面にも注目をする。こうした再検討を通して
宗教に関する知識をどのように教えるかを考える。

藤井健志（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校教員(社会
科)、高等学校教員
(公民科)

6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50968号

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

東京学芸大学 日本の社会と文化を学ぶ

中学校社会科・高等学校地歴科での教育は、政治・経済および
政治史・経済史中心であるために、社会・文化への視野がおの
ずと狭くなっていると思われる。この講習では、日常生活・社
会生活また精神・心性といった文化的側面にまで視野を広げ、
日本社会を対象としながら、社会史・生活史とでもいうべき講
習を行ないたいと考えている。また、それらと現在のわたした
ちの生活・文化とも連続性をも考慮し、過去の社会・生活と現
代との連続性をとらえてみたいと考えている。

岩田重則（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月28日 教諭
中学校教員(社会
科)、高等学校教員
(地歴科)

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50969号

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

東京学芸大学 Java Scriptによるプログラミング

Java Scriptを使ってプログラミングの演習を行う． 初に文法
の解説を行い，ＨＴＭＬ言語との接点の理解を深める．次に１
０進数と２進数の変換など具体的な課題についてプログラムを
作成する．

横山　節雄（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月5日 教諭 高校情報教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50970号

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

東京学芸大学 学校の情報セキュリティ

個人情報保護法制定以降の学校において個人情報の扱いはどの
ように行えばよいだろうか。また、「学校からインターネット
を通じて個人情報が流出した」といったニュースがマスコミを
にぎわせることもあるが、情報セキュリティを確立するための
具体的な方略をどうしたらよいだろうか。こうした、学校にお
ける個人情報の扱いや学校の情報セキュリティポリシー、デー
タの守り方について、事例の紹介も含め解説する。

新藤　茂（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月23日 教諭 教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50971号

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

東京学芸大学
コンピュータハードウェアの 新事
情

コンピュータの技術発展は著しく、教育現場には更新のたびに
新しいコンピュータが導入さる。また、学習者所有のパソコン
も教師使用のものより新しいことが多い。そこで，計測制御な
どの学習教材開発に活用してもらうことを目的に、パソコン、
周辺機器やインタフェースなどの 新知識を紹介する。

飯島　眞理（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭
高校・普通科情
報、工業科教員

6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50972号

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

東京学芸大学
情報化社会を支えるソフトウェア開
発技術

近年主流になってきたオブジェクト指向の概念に基づくソフト
ウェア設計・開発について学ぶ。また、 近のソフトウェア開
発に関するトピックのいくつかについても紹介する。

櫨山　淳雄（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月8日 教諭 高校・情報教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50973号

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

東京学芸大学 計算のモデル

計算機が現代のように発展を遂げた背景には，基盤となる知識
や理論，関連分野などの貢献は大きい．本講習では，特に「計
算の原理」を理論的に理解するために，計算機科学一般におい
て中心的な概念である，「オートマトン」と「形式言語」につ
いて学ぶ．さらに，これら理論のコンパイラにおける役割りを
学ぶ．

宮寺　庸造（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月9日 教諭 高校・情報教員 6,000円 40人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50974号

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

東京学芸大学 アンケートの調査票を作ってみる

学校教育においても様々な場面で数値化された情報を収集する
必要性が増大している。その際に利用されることが多い、いわ
ゆるアンケート調査の方法について講義する。特に調査票の作
成過程に焦点を当て、作成方法やその際の注意点について講義
するとともに、実際に調査票を作成する作業を行う。受講者は
数名ずつのグループに分かれて、グループ毎にテーマを決め、
調査項目を検討し、質問文・回答選択肢を案出し、A4用紙2頁の
調査票を設計する。

松川誠一（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月14日
教諭

養護教諭
教諭・養護教諭 6,000円 50人

平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50975号

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

東京学芸大学
「植物と人々の博物館」による環境
学習課程

｢植物と人々の博物館｣プロジェクトを実践事例に、環境学習過
程の基礎理論、環境学習プログラムの全体的な枠組みを概説
し、原・実体験的に食文化や農耕の重要さを理解する。

木俣美樹男（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月28日 教諭 教諭 6,000円 60人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50976号

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

東京学芸大学 魚から見た河川環境

魚類の基礎的な生理機能を学び、それらと河川環境の特性との
関係について学習する。さらに、このような視点をもとに河川
の現実的な問題を整理し、近年の河川の自然再生や復元に関す
る取り組みの現状について考察する。また、「生命の誕生」
「流水の働き」等の教科書の河川に関わる単元や総合的な学習
の時間のための教材の開発や活用についても再考する。（一
部、実習の時間を設ける予定。）

吉冨友恭（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年7月25日 教諭 小学校教員 6,000円 30人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50977号

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

東京学芸大学 自然保護教育と野外観察

自然保護教育は環境教育の源流であり、今も中核を担うととも
に、持続的社会づくりの方法としても注目される。自然保護教
育の理念と実践をたどり、その方法論としての野外観察の取り
組み方を考える。

小川潔（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月25日 教諭 小中高教員 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50978号

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

東京学芸大学
自然・文化体験から保全行動に至る
環境学習の内容と評価

環境学習の目標や育成すべき事柄を講義するとともに、具体的
教育実践の事例紹介や野外観察を通じて、自然体験、自然や文
化の基本知識、自然・文化の探究学習、保全行動に関する学習
活動の内容を把握し、それら学習の意味や効果について議論
し、その学習の発展過程を詳細に検討する。また、学習方法に
ついて振り返るとともに、地域と連携した環境学習の具体的あ
り方も論じる。

樋口利彦（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年6月21日 教諭
小学校教員・中学
校教員・高等学校
教員

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年5月8日

平21-
10025-
50979号

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

東京学芸大学 地球温暖化をめぐって
地球温暖化に関する 近の議論、とくに温暖化懐疑論を紹介
し、温暖化を疑わない風潮の問題点を指摘する

小泉武栄（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭
小中高ほか、全校
種

6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50980号

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

東京学芸大学 演劇と教育の理論

学校教育の授業において演劇的手法を活用する試みは、さまざ
まに行われつつあるが、そのような実践に関する理論的な裏づ
けが不足している。本講習は、これまでの演劇的手法を用いた
教育の例を、邦語文献・英語文献を参照しながら理論的に整
理・分析し、それぞれの手法の歴史的経緯や考え方の重点を学
ぶことによって、演劇的手法を用いる上での基礎的な判断材料
を獲得することを目標とする。

中島裕昭(教授) 東京都小金井市 6時間 平成21年8月29日 教諭 教諭 6,000円 35人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50981号

042-329-7120
http://www.u-
gakugei.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京学芸大学 視覚文化とシネリテラシー

映画、ＴＶを中心として展開した20世紀の映像文化全般の歴史
をふり返り、それを受容してきた人々のシネリテラシー（映像
を理解する能力）がどのように発達、成熟、変容してきたかを
論じる。その過程で、構図、遠近、カメラワーク、編集、サウ
ンドトラック等、映像を読む技法の体系化を試みると共に、検
閲、風景、顔、異文化表象など、映像と社会の諸関係がもたら
す様々な問題についても考えてみたい。

畑中佳樹（教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月28日 教諭 教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50982号

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

東京学芸大学 文字文化と現代社会

近年、パソコン、携帯メール等の普及によって、特に、手書き
を中心とした従来の文字文化を取り巻く環境や認識に大きな変
化が表れてきた。それらは、日常生活の中で大きな問題も引き
起こしている。中国、朝鮮半島、日本に伝わるもっとも公的な
「石碑」の歴史を通して、文字文化の変容と今後を見直す契機
を作りたい。

橋本栄一（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月30日 教諭 教諭 6,000円 20人
平成21年4月1日～
平成21年7月3日

平21-
10025-
50983号

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

東京学芸大学 音楽から見た日本芸能史

芸能に音楽は欠かせないものである。雅楽、能楽など今日伝統
音楽として伝えられているものの多くは、芸能史のなかで育ま
れた。本講座では、日本芸能史を音楽を中心にしてたどり、日
本の芸能や伝統音楽の特質をその成立背景とともに考察してい
きたい。あわせて近年の研究動向についても随時触れていく。

遠藤徹（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月6日 教諭 教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50984号

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

東京学芸大学 演劇教育のための西洋演劇史

演劇部の指導や、表現教育等、学校教育において演劇を教える
ための専門知識のひとつとして、西洋の演劇の歴史を概説す
る。とりわけ「台詞」による言語的表現行為のありよう、およ
びそれにともなうコミュニケーションのありようの変遷に注目
する。具体的に取り上げるのは、ギリシア悲劇、シェイクスピ
ア劇、近代劇（チェーホフ、ピンター等）。

近藤弘幸（准教授） 東京都小金井市 6時間 平成21年8月7日 教諭 教諭 6,000円 50人
平成21年4月1日～
平成21年6月19日

平21-
10025-
50985号

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

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（選択18時間：幼稚園１種免許）

【「こどもとともに“いる”“いきる”“つくる”」（幼稚園教諭向け）】
こどもと”いる・つくる・生きる”ことの意義を探る為にあらゆる情報と
教材を提供し、実践・考察を繰り返しながら更なる保育力向上を目
指す。こどものモチベーション向上の為にどんな視点が重要かも問
いかけていきたい。具体的には、こどもに伝えたい手づくり遊びを
現代に生かしていく方法やコミュニケーション＆コーディネーション
能力を高める運動遊び、イマジネーション力を豊かにする造形あそ
び、保育者の係わりや集団でいることの発達的意味等を考察す
る。

中村　圭吾（家政学部教授）
瀬戸口　清文（家政学部教授）
金田　卓也（家政学部教授）
矢野　博之（家政学部准教授）
岡　健（家政学部准教授）
阿部　和子（家政学部教授）

東京都千代田区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭 幼稚園教員向け 18,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
50607号

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

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（選択18時間：小学校１種免許）

【「こどもとともに“いる”“いきる”“つくる”」（小学校教諭向け）】
児童学科のミッションである児童理解「こどもとともに“いる”“いき
る”“つくる”」を軸に、現代の小学校世界に対して可能性を拓いて
いくための、教師から児童への視線と視点を提供する。児童と教師
でつくりだす学びと育ちの場を、いかに構成していくのか、それをと
りまく現代の社会環境や文化のあり方とその活用を視野に入れな
がら、「理科の指導につよくなる」「先生の“表現力”を高める」「児童
の学びをより厚くする」といったテーマで、講座を開く。

矢野　博之（家政学部准教授）
石井　雅幸（家政学部准教授）
金田　卓也（家政学部教授）
瀬戸口　清文（家政学部教授）
岡　健（家政学部教授）
中村　圭吾（家政学部教授）

東京都千代田区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭 小学校教員向け 18,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
50608号

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

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（選択18時間：中高１種（家庭）免許）

家庭科教育の被服・食物分野では、「衣生活の科学」・「食育」を
テーマに、現状に触れながら今日的課題について解説する。また、
実習では「デザインの創造性」・「食品の調理性」を理解し、考察し
ながら授業への展開を論じる。

日米を中心とする情報のツールを活用した教育の現状を概観す
る。教科の学び合いに 適な情報のツールのあり方を共有し、「情
報とコンピュータ」や教科「情報」の現状、その果たす役割、そして、
課題を共有しながら、これらに必要な情報のツールのあり方を論じ
る。

阿部　栄子（家政学部教授）
小山　義之（家政学部教授）
水谷　千代美（家政学部教授）
大網　美代子（家政学部専任講師）
山本　正記（家政学部助教）
井上　榮（家政学部教授）
中西　靖子（家政学部教授）
市川　朝子（家政学部教授）
生田　茂（社会情報学部教授）
本郷　健（社会情報学部教授）
坂本　憲志（富山大学非常勤講師）

東京都千代田区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
家庭科教員向け

18,000円 30人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
50609号

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

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（選択18時間：中高１種（国語）免許）

本講座では中古（平安時代）・中世（鎌倉室町時代）・近世（江戸時
代）の各時代にわたりつつ、和歌や軍記や説話などの多様な分野
から、作品としての個性や特徴が顕著な物を選択して解析する。ま
た、近代日本語の語彙の特徴・変遷について解説する。

日米を中心とする情報のツールを活用した教育の現状を概観す
る。教科の学び合いに 適な情報のツールのあり方を共有し、「情
報とコンピュータ」や教科「情報」の現状、その果たす役割、そして、
課題を共有しながら、これらに必要な情報のツールのあり方を論じ
る。

石川　了（文学部教授）
稲葉　二柄（文学部教授）
柏木　由夫（文学部教授）
梶原　滉太郎（文学部教授）
生田　茂（社会情報学部教授）
本郷　健（社会情報学部教授）
坂本　憲志（富山大学非常勤講師）

東京都千代田区 18時間
平成21年7月29日、
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

教諭
中学校・高等学校
国語科教員向け

18,000円 15人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
50610号

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

大妻女子大学
大妻女子大学教員免許状更新講習
（選択18時間：中高１種（英語）免許）

授業力の向上をめざし、８コマの講義を行う。以下は、講義タイトル
のキーワードである。コミュニケーション能力育成、演劇的手法、論
理的思考力育成、異文化間コミュニケーション教材、会話方略、ア
サーティブ・コミュニケーション、コミュニカティブな文法指導。

日米を中心とする情報のツールを活用した教育の現状を概観す
る。教科の学び合いに 適な情報のツールのあり方を共有し、「情
報とコンピュータ」や教科「情報」の現状、その果たす役割、そして、
課題を共有しながら、これらに必要な情報のツールのあり方を論じ
る。

伊東　武彦（文学部教授）
服部　孝彦（社会情報学部教授）
三輪　えり花（非常勤講師）
生田　茂（社会情報学部教授）
本郷　健（社会情報学部教授）
坂本　憲志（富山大学非常勤講師）

東京都千代田区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
英語科教員向け

18,000円 15人
平成21年4月15日～
平成21年5月15日

平21-
30135-
50611号

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

聖母大学 学校における救急看護

①学校救急看護を科学するー養護という実践を理論にし、学問に
していく過程ー　②救急医療に関する疑問に対して、どう回答を
探っていくかー医師が行う診察室での「研究的実践」からー　③学
校救急看護にかかわるデータをどう活用したらよいかーデータを収
集・分析し、「教育」に活かす技法ー　④（講義と演習）学校救急看
護を確かなものにするための基本的技術ー（フィジカルアセスメント
とケアの基本）

大谷　尚子（看護学部教授）
小玉　香津子（看護学部教授・学部長）
村上　純子（看護学部教授）
土蔵　愛子（看護学部教授）
福田　直毅（看護学部准教授）
大学　和子（看護学部講師）
高橋　典子（看護学部講師）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭
養護教諭　　教諭 6,000円 75人

平成21年2月6日～
平成21年2月28日

平21-
30168-
50550号

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

聖母大学 学校における健康相談

①対象を理解するためにー「痛み」を通して「人間」を理解するとい
うことについてー　②健康上のニーズを抱える対象との援助的関係
を築くためにーニーズ、年代、相互関係などを配慮しながらー　③
地域諸資源を上手に活用するためにー地域保健活動の特性と協
働よって得られる可能性ー　④養護教諭の専門性と学校健康相
談ー本当の”養護”と言える健康相談をめざして事例検討を通して
考えるー

水島　洋子（看護学部教授・学長）
大谷　尚子（看護学部教授）
土蔵　愛子（看護学部教授）
井口　理（看護学部講師）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月20日
教諭

養護教諭
養護教諭　　教諭 6,000円 75人

平成21年2月6日～
平成21年2月28日

平21-
30168-
50551号

03-3950-0171
http://www.seibo-
c.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

聖母大学 学校における保健指導

①パネルディスカッション：指導内容の検討ー子どもたちに伝えた
いこと／人間、からだ、いのち、健康、病、障害ー　②養護教諭の
専門性と学校保健指導ー健康教育／養護教諭の行う保健指導ー
③伝えたいことをどのように伝えるかー口頭、掲示物、通信、その
他の方法／各々の特性を生かすー

水島　洋子（看護学部教授・学長）
大谷　尚子（看護学部教授）
水内　宏（看護学部教授）
村上　純子（看護学部教授）
丹木　博一（看護学部准教授）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月21日
教諭

養護教諭
養護教諭　　教諭 6,000円 75人

平成21年2月6日～
平成21年2月28日

平21-
30168-
50552号

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

玉川大学
円滑な対人関係を促進するためのコ
ミュニケーション

本学「心の教育実践センター」で実施している体験学習型プログラ
ムである「玉川アドベンチャープログラム（tap）」の施設などを活用
し、演習形式で参加型の授業を展開する。主に、コミュニケーション
の取り方について体験学習し、その重要性を再認識した上で、児
童・生徒・保護者・教員間などで活用できるようにする。

山本　繁夫（教育学部准教授）
難波　克己（学術研究所准教授）
工藤　　亘（教育学部助教）

東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 60人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50214号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
虐待を受けている子どもの発見法と
その対応

児童虐待の定義、社会的背景と増加の理由等について触れなが
ら、虐待を受けていると思われる子どもの家庭環境、心身の特徴、
行動特徴などに触れ、被虐待児の早期発見と援助方法、関係機関
との連携方法を学び、家族再統合の展望を探る。

河津　英彦（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭

幼稚園教諭・小学
校教諭および中学
校教諭・高等学校
教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50215号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
インフォーマルな探究アプローチによ
る科学の可視化

科学館等サイエンスリテラシーを標榜する機関において積極的に
採用されている学習原理として知られる、インフォーマルな探究ア
プローチを用いて、身の回りの自然現象の可視化について考察す
る。取り上げる主な題材として、磁界、光の屈折、反射、回折、流
体、錯覚　等を予定している。

勝尾　彰仁（リベラルアーツ学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50216号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
光アートを媒介に学校から地域社会
に発信する新たな試み

小、中学校における図工、美術、技術家庭科などの授業の中で制
作指導される課題作品の発表の機会は、校内での展示に限定さ
れているのが現状に思う。ここでの取り組みはこどもたちの作品が
広く地域社会に公開される機会を設けることで、より積極的な制作
意欲を喚起し、地域社会と学校との関わりを深めていくことをめざ
す。実現にあたってはマスコミ、地域ボランティア、公共文化施設な
ど学外組織との連携の中で、運用の方法や新たな可能性を考察し
ていく。

田中　敬一（芸術学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50217号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 学校評価の活用と組織マネジメント

　今、学校は、自己評価・学校関係者評価・第三者評価という三つ
巴の評価システムを活用した教育の質の保証が求められている。
本講習では、「学校評価という“ツール”を生かして学校をマネジメ
ントしていくことにより、組織力の強い学校組織を形成していく」こと
で教育の質を保証していくために求められる基礎知識及び具体的
活用方法について、理解を深めていく。

福本　みちよ（通信教育部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50218号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
外国人児童・生徒を対象とした日本
語教育

本講座では、近年増加傾向にある小学校・中学校における外国人
子弟に対する日本語教育について取り上げる。
外国人児童・生徒に対する日本語教育の現状および問題点につい
て整理した上で、学校内外との連携協力の在り方、効果的な指導
の在り方について講義、演習を行う。

永井　悦子（リベラルアーツ学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50219号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 博物館資料の活用と学校教育

博物館は、単に資料を調査・研究・展示・保存するにとどまらず、地
域社会と密接にかかわり、その教育機能をいかした活動を積極的
に展開する努力をしている。この授業では博物館の機能や役割を
理解し、学校教育との連携、および博物館資料の活用という面か
ら、博物館における学びの機能と資料をいかした教育プログラムの
現状と課題を探り、あわせて今後の展望について考えていきたい。

柿﨑　博孝（教育博物館准教授）
柿澤　亮三(教育博物館特任教授）

東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50220号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
完全習得を目指す「教科指導」の方
法

　専門職としての教師に必要な能力の一つは、「良い授業」を行え
ることである。これは、教師にとって相当に重要な能力である。で
は、良い授業とは何か。私見では、その授業の目標を児童・生徒の
全員に完全習得させえる授業のことである。それは、確かな学力を
一人ひとりに保障する授業でもある。この教師の責務について、改
めて吟味し、完全習得を目指す教科指導の実現に向けて、「授業
力」の向上を図りたい。

長野　　正（教職大学院教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（共通）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50221号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 体育授業における危機管理の基本

体育科運動領域での授業では、体格・運動能力・運動経験の個人
差から多様な事故が発生しやすい。運動指導中の事故事例を主に
身体面の発育発達特性から分析し、事故防止のあり方を考える。
また、事故発生時の基本的対処法を小児救急法の実習を交えな
がら身につける。

高島　 二郎（教育学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（保健
体育）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50222号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
水難事故防止のための指導法－自
らの命を守るための着衣泳－Ａ

近年のわが国の水泳事情は以前に比べて泳ぎの技術は向上して
いるようである。しかし、ＷＨＯの年次報告（２００４年）によると、日
本はＯＥＣＤ加盟国（３０ケ国）中で人口１００万人当たりの溺死率
が 下位であった。このことは学校水泳をもう一度検討する必要を
示唆している。そこで本講座では、水の特性を学習し着衣泳のカリ
キュラムや安全水泳としての指導法を取り上げる。  午前は講義を
行い、午後は水泳の基本実技と着衣泳そして簡単な物を使った救
助法を行う。

金井　茂夫（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（保健
体育）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50223号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
水難事故防止のための指導法－自
らの命を守るための着衣泳－B

近年のわが国の水泳事情は以前に比べて泳ぎの技術は向上して
いるようである。しかし、ＷＨＯの年次報告（２００４年）によると、日
本はＯＥＣＤ加盟国（３０ケ国）中で人口１００万人当たりの溺死率
が 下位であった。このことは学校水泳をもう一度検討する必要を
示唆している。そこで本講座では、水の特性を学習し着衣泳のカリ
キュラムや安全水泳としての指導法を取り上げる。  午前は講義を
行い、午後は水泳の基本実技と着衣泳そして簡単な物を使った救
助法を行う。

赤堀　　実（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（保健
体育）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50224号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
校庭・公園遊具による事故と遊具の
安全点検の基本

学校保健安全法（平成21年4月施行）、新学習指導要領における
「安全に関する指導」に触れながら、校庭や公園等遊び場における
遊具による事故事例、統計を手掛かりとして遊具の安全管理に関
わる課題について、グループ討議、事例紹介等を交えながら検討
する。また、遊具の安全点検の基本について取り扱うとともに、公
園等遊び場遊具による事故防止を目的とする「地域の環境づくり」
のための学校と地域組織、管理者等との連携のあり方について事
例を参考に検討する。

荻須　隆雄（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年  5月 11日～
平成21年　5月 29日

平21-
30177-
50225号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 学校における異文化理解

学校には、教師が想像している以上に異文化を背景に持った子供
達が多い。「日本人」と言っても、国籍、言語、文化などでは線を引
ききれないほど多様化している。この講習では、教師達が無意識に
持っている偏見をあぶりだし、教師や学校が「当たり前」と前提にし
ている物事を再度検討していく。講習のスタイルは、参加型で、ディ
スカッションなどを通して、各教員の経験や知識もお互いに共有で
きるようにしたい。

大谷　千恵（教育学部助教） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50226号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

玉川大学 小学国語・文学作品の謎解き授業

文学作品の読みに正解はないから、児童は自分なりの読み方がで
きればよいと言われたりする。しかし、それでは、読みが作品から
はずれたり、深まらないということはないか。児童が主体的に、作
品の中の言葉に謎を探し、謎を読み解くという文学作品の授業に
ついて教授学習論の視点から講じる。『ごんぎつね』『お手紙』など
の教材を取り上げた実践的な講座である。

作間　慎一（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50227号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
小学校英語－小・中一貫英語教育の
視点から－

子どもが言語を獲得する過程や認知発達段階を踏まえ、小学校６
年間でコミュニケーションの素地を養うには、どのようなカリキュラ
ムを立て、どのような指導法を用いるのがよいか、言語教育に留ま
らず、子どもの教育に目を向けた観点で講義、実践演習をする。教
員が実際に授業で使用できる基礎的な英語表現も取り扱う。

佐藤 久美子（リベラルアーツ学部教授）
山下 千里（リベラルアーツ学部助教）

東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭
小学校教諭および
中学校教諭（英語）

6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50228号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 中学国語・文学作品の謎解き授業

文学作品の読みに正解はないから、生徒は自分なりの読み方がで
きればよいのか。しかし、それでは、読みが作品からはずれたり、
深まらないということはないか。生徒が主体的に、作品の中の言葉
に謎を探し、謎を読み解くという文学作品の授業について教授学習
論の視点から講じる。『走れメロス』などの教材を取り上げた実践的
な講座である。

作間　慎一（教育学部教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭 中学校教諭（国語） 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50229号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
楽しい古典（漢文）にするために-中
学校国語科指導法・授業空間の作り
方-

漢文（中国古典文）を上手に訓読するためには、意外なコツがあ
る。そのコツを探りながら、訓読方法・技術のステップアップを図る。
さらには、中国の古典と日本の古典との思想的、文化的差異も学
んでいきたい。司馬遷『史記』、唐詩（定型詩）などを教材とする。

中村　聡（リベラルアーツ学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭 中学校教諭（国語） 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50230号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
楽しい古典（古文）にするために－中
学校国語科指導法・授業空間の作り
方－

学習指導要領のもと、中学校国語科・古典(古文)とは何をどのよう
に教え、学ばせることが望ましいのか。特に伝統的な言語文化に
親しむ態度を育成するために不可欠な観点とは何かを、主に1年次
向けの『竹取物語』、2年次向けの『枕草子』、3年次向けの『古今
集』を中心に検討、提案する。目指すのは、古典による楽しい授業
空間の構築である。

中田　幸司（リベラルアーツ学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月14日 教諭 中学校教諭（国語） 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50231号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学
中学校における言語活動の充実－Ｐ
ＩＳＡ型読解力の育成等－

中学校国語科教育の新たな課題となっている言語活動の充実や、
ＰＩＳＡ型読解力の育成などについて、どのように指導し解決してい
けばよいか演習を交えながら学んでいく。

沖山　吉和（文学部講師） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月12日 教諭 中学校教諭（国語） 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50232号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

玉川大学 異文化理解教育の基礎

社会のグローバル化が進む中で、多文化共生は現代の学校教育
にとって大きな課題である。本講では、主として異文化間心理学の
視点から、文化によって人間形成のあり方がいかに異なるかを発
達的に考察する。また文化的背景の異なる人たちと共生してゆくた
めに、どのような「異文化リテラシー」（文化の違いに関する感性）
およびコミュニケーション能力を身につける必要があるかを、できる
だけ具体的事例に即して考察してゆく予定である。

小林　亮（教育学部准教授） 東京都町田市 6時間 平成21年 8月13日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年  5月11日～
平成21年　5月29日

平21-
30177-
50233号

042(739)8806 http://www.tamagawa.jp/

多摩美術大学 美術科教育の今日性について

美術科教育の内容の充実化と現代化を図るための方法論を総合
的な活動と講義によって教授する。具体的には表現領域の版画と
工芸を今回は取り上げ、制作体験を通して教材開発の視点を明ら
かにし、技術的な側面を含めて授業・指導の実際を紹介したい。さ
らに鑑賞領域の教材の在り方や指導したい事柄について解説す
る。また、実践研究の一端を紹介し講習全体を通して、教育内容の
今日的な展開についての理解を深めることを目的とする。

丸山　浩司（美術学部教授）
佐竹　邦子（美術学部教授）
尹　熙倉　 （美術学部准教授）
池本　一三（美術学部教授）
小林　光男（美術学部教授）
矢部　亜矢（東京藝術大学美術学部非常勤講師・
                 大妻中学高等学校教諭）

東京都八王子市 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
小学校・中学校・高
等学校の現職教員
及び関係者

25,000円 30人
平成21年3月2日～
平成21年5月29日

平21-
30178-
50606号

042-676-8611
http://www.tamabi.ac.
jp

東京未来大学
『障害，不登校，非行，及び教師のう
つの理解と対応』

　発達障害，言語障害，不登校，非行などに焦点を当て，事例や保
護者の思いなどを交えながら，子どもや保護者の心理に迫る。それ
らへの対応として，実際の指導事例，関係機関の積極的活用例，
学校不適応を未然に防ぐ予防的介入の具体例などについて解説
する。また，教師に必要とされるカウンセリング的対応と専門機関
との連携についても採り上げる。一方，問題のある保護者や教師
の「うつ」の理解と対応についても講義を行う。

伊藤恵子（こども心理学部准教授）
府川昭世（こども心理学部教授）
藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）
春日武彦（こども心理学部教授）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高校教
諭

22,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年8月10日

平21-
30205-
51002号

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

東京未来大学
『障害，不登校，非行，及び教師のう
つの理解と対応』

　発達障害，言語障害，不登校，非行などに焦点を当て，事例や保
護者の思いなどを交えながら，子どもや保護者の心理に迫る。それ
らへの対応として，実際の指導事例，関係機関の積極的活用例，
学校不適応を未然に防ぐ予防的介入の具体例などについて解説
する。また，教師に必要とされるカウンセリング的対応と専門機関
との連携についても採り上げる。一方，問題のある保護者や教師
の「うつ」の理解と対応についても講義を行う。

伊藤恵子（こども心理学部准教授）
府川昭世（こども心理学部教授）
藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）
春日武彦（こども心理学部教授）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 18時間
平成21年11月21日～
平成21年11月23日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高校教
諭

22,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年11月15日

平21-
30205-
51003号

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

東京未来大学
『発達障害及び言語障害の理解と支
援』

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基準，心
理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に関して，保
護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具体的に概説す
る。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱えた子どもへの支援に
ついて考察する。いずれも、事例をもとに対応策のヒントを提案した
い。言語障害については「言語とは何か」の基礎知識をもとに音声
言語コミュニケーション障害について概説する。

伊藤恵子（こども心理学部准教授）
府川昭世（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月19日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年8月10日

平21-
30205-
51004号

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

東京未来大学 『不登校及び非行の理解と対応』

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解を深
める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的介入とし
て，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について学習する。②
時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り方や、関
係機関の積極的活用について理解することを目的とし、とりわけ、
非行の進度の把握について非行性という概念を学習することをポ
イントとする。

藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月20日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年8月10日

平21-
30205-
51005号

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

東京未来大学
『子ども及び子どもを取り巻く人々の
理解と対応』

①精神医学的な観点から、問題を抱えた子どもや親、教師に対す
る理解と対応について解説を行う。具体的テーマは、引きこもりの
生徒・問題のある親・教職員の「うつ」の理解と対応である。②臨床
心理学的な観点から、子どもへのカウンセリング的対応について解
説を行う。具体的には、子どもの心の理解とカウンセリング的な関
わりの方法、及びそれらにおける教師の自己理解と専門機関との
連携の必要性を取り上げる。

春日武彦（こども心理学部教授）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 6時間 平成21年8月21日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年8月10日

平21-
30205-
51006号

03-5813-2525
http://www.tokyomirai
.ac.jp/
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京未来大学
『発達障害及び言語障害の理解と支
援』

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基準，心
理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に関して，保
護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具体的に概説す
る。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱えた子どもへの支援に
ついて考察する。いずれも、事例をもとに対応策のヒントを提案した
い。言語障害については「言語とは何か」の基礎知識をもとに音声
言語コミュニケーション障害について概説する。

伊藤恵子（こども心理学部准教授）
府川昭世（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年11月21日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年11月15日

平21-
30205-
51007号

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

東京未来大学 『不登校及び非行の理解と対応』

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解を深
める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的介入とし
て，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について学習する。②
時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り方や、関
係機関の積極的活用について理解することを目的とし、とりわけ、
非行の進度の把握について非行性という概念を学習することをポ
イントとする。

藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年11月22日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年11月15日

平21-
30205-
51008号

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

東京未来大学
『子ども及び子どもを取り巻く人々の
理解と対応』

①精神医学的な観点から、問題を抱えた子どもや親、教師に対す
る理解と対応について解説を行う。具体的テーマは、引きこもりの
生徒・問題のある親・教職員の「うつ」の理解と対応である。②臨床
心理学的な観点から、子どもへのカウンセリング的対応について解
説を行う。具体的には、子どもの心の理解とカウンセリング的な関
わりの方法、及びそれらにおける教師の自己理解と専門機関との
連携の必要性を取り上げる。

春日武彦（こども心理学部教授）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 6時間 平成21年11月23日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教
諭

8,000円 150人
平成21年2月6日～
平成21年11月15日

平21-
30205-
51009号

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

東京理科大学 数学リフレッシュ講義群（1）

新しい数学の流れについて、数学教育の立場を踏まえながら、紹
介、学習していく機会を与えるリフレッシュ講義である。特に、数学
を視覚的に提示する手法、そのときの教師の取り組み（数学博物
館などの取り組み、コンピュータグラフィックスの活用）なども踏まえ
て、講座を進める。取り組みやすく、情報科学などとの関連が深い
離散数学やグラフ理論などの内容についても取り上げる予定であ
る。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
秋山　仁（東海大学教育開発研究所長）
根上　生也（横浜国立大学教育人間科学部教授）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月26日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51010号

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

東京理科大学 数学リフレッシュ講義群（2）

数学の美しさについて、様々な数学の内容を扱いながら紹介・学習
し、生徒に数学を好きにさせられる・数学の美しさに感動させられる
教員になれるような機会を提供するリフレッシュ講義である。数学
の美しさは、数論、幾何学などにおいては多く紹介されているが、
その他の分野においても様々な美しい定理や法則が導かれてい
る。これらを視覚化などを通して、生徒に伝えることができるように
紹介・学習していく予定である。ゲストスピーカーとして「月・雪・花
の数学」で知られる桜井進氏を招聘する予定である。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
一松　信（京都大学名誉教授、東京電機大学客員教
授）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月26日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51011号

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

東京理科大学 数学リフレッシュ講義群（3）

数学の歴史を学ぶことを通して、文化遺産としての数学、概念の発
展としての数学の姿を知り、数学の教材開発や授業で活かすこと
ができる教師になる機会を提供するリフレッシュ講義である。本講
義では、高校数学に関連する西洋数学の歴史について解説すると
ともに、和算の成果や歴史についても解説し、日本の数学の高い
成果についての理解を深めることを行う。できる限り、学校数学や
数学教育との関連を踏まえて解説を行う予定である。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
小松　彦三郎（理学部第一部数学科嘱託教授、東京
大学名誉教授）
長岡　亮介（放送大学客員教授、上智大学非常勤講
師）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月27日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51012号

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

東京理科大学 数学リフレッシュ講義群（4）

本講義では、データが氾濫する情報化社会を生き抜く生徒に統計
的思考を育てるために、統計学の基本的な考え方ならびにコン
ピュータ・ソフトウエアを活用した統計分析について、解説ならびに
演習を行うリフレッシュ講義である。特に、記述統計のみならず推
測統計などについても論じ、実例として社会で用いられている統計
を扱っていく予定である。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
宮岡　悦良（理学部第二部数学科教授）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月27日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51013号

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

東京理科大学 数学リフレッシュ講義群（5）

本講義では、東京理科大学数学教育研究所が発行している「数学
トレッキングガイド」、「数学トレッキングツアー」などの内容をもと
に、高校数学と大学数学の内容をつなぐための数学内容について
解説する。大学に入学して、理工系の生徒が戸惑うことの一つに、
解を求めることを中心とした高校数学と、概念や体系の整合性・論
理性を中心とする大学数学のギャップがある。本講義では、理学部
数学科の教員が、大学での数学教育の経験をもとに、高校の教員
向けに高校と大学の接続のための数学内容について解説を行う。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
眞田　克典（理学部第一部数学科教授）
宮島　静雄（理学部第一部数学科教授）
加藤　圭一（理学部第一部数学科准教授）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月28日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

9,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51014号

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

東京理科大学 数学教育リフレッシュ講義群（1）

本講義では、様々な学力調査が行われ、その結果責任ならびに説
明責任が問われている数学教育の現状において、学力調査の結
果をどのように学校の数学科のカリキュラム作りや授業作りに役立
てるかを解説するものであり、数学科教師全般向けのみならず学
校の一般教師向けのリフレッシュ講義である。本講義では、全国一
斉学力調査の結果、国際的な数学の学力調査の結果、東京理科
大数学教育研究所が実施している理系進学者の学力調査の結果
をどのように活かすのかについて論じ、改善のための示唆を探るこ
とを行う。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授）
澤田　利夫（総合研究機構数学教育研究部門長）
池田　文男（理学部第二部数学科教授）
銀島　文（国立教育政策研究所学力調査官）

東京都新宿区 6時間 平成21年8月27日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51015号

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

東京理科大学 数学教育リフレッシュ講義群（2）

本講義では、数学教育におけるテクノロジーの活用について、実習
を中心に展開するものであり、コンピュータやグラフ電卓がどのよう
に数学の授業を効果的に展開するのに役立つかについて体験的
に理解することを行うものである。日頃のチョークと黒板の授業か
ら離れ、新しい指導方法を習得するためのリフレッシュ講義であ
る。具体的には、関数ソフトの活用、図形ソフトの活用、数式処理シ
ステムの活用、表計算ソフトの活用について、具体的な教材で実習
を行う。評価は、ソフトウエアによる作品の提出を中心に行う。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授） 東京都新宿区 6時間 平成21年8月28日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

9,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51016号

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

東京理科大学 ＩＣＴ・情報リフレッシュ講義群（1）

本講義は、「先生もロボコンしよう」と題して、先生方に普通教科「情
報」の「計測と制御」の内容についての授業作りを体験していただく
ものである。生徒の立場に戻って、「情報」を再体験するリフレッ
シュ講義である。この講義では、インストラクショナル・デザインの
理論にもとづき開発された「ロボコン」単元案に生徒として参加し、
ロボット作り、プログラムの作成、ロボコンの開催を行う。ロボコン
にはグループで参加し、順位を競って頂くことになる。プロジェクト
型の情報の授業開発を理解するための講義となることを目的とし
ている。

清水　克彦（理学部第一部数学科教授） 東京都新宿区 6時間 平成21年8月26日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51017号

03-5228-8717 http://www.tus.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 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京理科大学 ＩＣＴ・情報リフレッシュ講義群（2）

本講座では、情報科を担当する教員、教育におけるネットワークの
活用に関心がある教員に向けて、インターネット関連の 新の話
題や技術について、具体的に面白い話題を取り上げながら、分か
りやすく解説することを行う。教育におけるコンピュータやインター
ネットの活用に興味のある教員のために、本学のシスコネットワー
クアカデミー担当講師がお送りする、自分自身の知識をリフレッ
シュするための講義である。

明石　重男（理工学部情報科学科教授） 東京都新宿区 6時間 平成21年8月28日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け

6,000円 60人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51018号

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

東京理科大学 理科授業の達人への道（物理）

現在、高等学校では物理の履修者が激減しているが、そのことは
科学技術の発展にとって望ましいことではない。物理学は、自然科
学のすべての基礎・基本となるので、広く高校生に学ばせたい。し
かし、その学習内容が高度になる分野もあるので、指導の方法も
決して単純なものではなく、学習者の認知面での支援を充実した教
授法が望まれる。この講習では、このことに対応できるように講習
内容が準備されている。

本間　芳和（理学部第一部物理学科教授）
川村　康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐　靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
宇田川　茂雄（理学部第一部物理学科授業嘱託）
古屋　東一郎（理学部第一部物理学科授業嘱託）

東京都新宿区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

22,750円 40人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51019号

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

東京理科大学 理科授業の達人への道（化学）

現在の高等学校化学のカリキュラムは、理論よりも現象を重視した
結果、高校生に”化学は暗記科目”というイメージを強く植え付けて
いる。そこで本講座では、特に無機化学と有機化学の分野で、いか
に暗記による高校生の負担を軽減するかに主眼を置いた内容を準
備している。また実験講習では、”グリーンケミストリー”の概念に基
づく有機化学と無機化学分野のマイクロスケール実験を準備して
いる。

本間　芳和（理学部第一部物理学科教授）
川村　康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐　靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
井上　正之（理学部第一部化学科准教授）

東京都新宿区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

20,150円 30人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51020号

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

東京理科大学 理科授業の達人への道（生物）

近年、再生工学やゲノム研究などライフサイエンス研究の進展が
著しい。それらをわかりやすく伝えるのは、容易な事ではないので、
その技法について講義、実習を行う。実験技法についても、特に分
子生物学に関わるものを中心にキット化され簡便なものになりつつ
ある。そのなかには教育現場への導入が可能なものも少なくない
ので、遺伝子を取り扱う実習を現場でどのように導入しているの
か、実例を紹介し、実習をおこなう。

本間　芳和（理学部第一部物理学科教授）
川村　康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐　靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
太田　尚孝（理学部第一部教養学科准教授）
武村　政春（理学部第一部教養学科准教授）

東京都新宿区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

28,150円 30人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51021号

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

東京理科大学 理科授業の達人への道（地学）

天文分野のみならず、地震、地球温暖化、猛暑、ゲリラ豪雨など、
身近な関心の高い問題が多い分野であるにも関わらず、受験科目
としての位置づけが低いことから、高等学校において教える機会が
少ない。高等学校地学の普及の一助のために、わかりやすく楽し
い授業、実験を紹介する。

本間　芳和（理学部第一部物理学科教授）
川村　康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐　靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
三浦　和彦（理学部第一部物理学科講師）
松下　恭子（理学部第一部物理学科准教授）

東京都新宿区 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

20,150円 30人
平成21年5月11日～
平成21年6月5日

平21-
30207-
51022号

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

二松学舎大学
生徒理解に基づく生徒支援と生徒指
導

  生徒指導に関する内容として、①いじめ・不登校等の具体的な事
例を通して今日の中・高校生の心理について理解を図る　②中・高
校に在学している発達障害のある生徒への具体的な支援の在り方
について学ぶ　③中・高校生の生活指導、キャリア教育としての進
路指導の在り方について学ぶ　以上３つのテーマを中心に講習を
実施する。

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

東京都千代田区 6時間 平成21年8月19日 教諭
中学校教員・高等
学校教員

6,000円 100人
平成21年4月15日～
平成21年6月15日

平21-
30212-
51028号

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

二松学舎大学 現代文の教材と指導法

  本講座は、中学校・高等学校国語の内容として、現代文を指導す
るための方法について講義する。
  日本近代文学作品、評論文、近現代詩歌等を含めた現代文全体
にわたって、実際に作品を取り上げて、指導上の問題点などを解
説し、受講者が日々の指導に生かせる内容とする。

林　武志（文学部教授）
山口　直孝（文学部教授）
瀧田　浩（文学部准教授）

東京都千代田区 6時間 平成21年8月20日 教諭
中学校教員、高等
学校教員

6,000円 100人
平成21年4月15日～
平成21年6月15日

平21-
30212-
51029号

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

二松学舎大学 古典の教材と指導法

　本講座は、古典の内容として、古文講座３時間・漢文講座３時
間、計６時間の講座を実施する。
　古文講座では、源氏物語、枕草子、徒然草、方丈記等を取り上げ
て、体系的な指導方法を学ぶことを目的とする。
　漢文講座では、詩文教材、思想教材、史伝教材を使用し、体系的
な指導方法を学ぶことを目的とする。

針原孝之（文学研究科教授）
磯　水絵（文学部教授）
吉崎一衛（文学部教授）
田中正樹（文学部教授）
竹下悦子（文学部教授）
大地武雄（文学部教授）

東京都千代田区 6時間 平成21年8月21日 教諭
中学校教員・高等
学校教員

6,000円 100人
平成21年4月15日～
平成21年6月15日

平21-
30212-
51030号

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

二松学舎大学 書道の教材と指導法

     本講座は、高等学校芸術科書道の指導に必要な基礎的な知
識、技能を再確認すること及びその向上を図ることを目的とする。
  取り扱う領域は、楷書、行書、草書、篆書、隷書、漢字仮名交じり
の書とし、その実技及び、指導上の工夫やポイントについて扱う。

源川　進（文学部教授）
高澤浩一（文学部専任講師）
浦野俊則（植草学園大学発達教育学部教授）

東京都千代田区 6時間 平成21年8月21日 教諭 高等学校教員 6,000円 100人
平成21年4月15日～
平成21年6月15日

平21-
30212-
51031号

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

武蔵野美術大学
美術教育実践研究・テキスタイルコー
ス

前半では、染めの基礎的な技法による制作実習を行います。後半
では、実習で学んだ造形要素を生かした教育計画の作成を目標と
して、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」に
ついて講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教
育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に配布す
るほか、授業では必要な資料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
田中秀穂（造形学部教授）
榎本寿紀（造形学部非常勤講師）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51032号

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

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・ガラスコース

前半では、ステンドグラスの基礎的な技法による立体の制作実習
を行います。後半では、実習で学んだ造形要素を生かした教育計
画の作成を目標として、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開
発」、「連携開発」について講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三
澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者
に事前に配布するほか、授業では必要な資料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
齋藤昭嘉（造形学部教授）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51033号

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

武蔵野美術大学
美術教育実践研究・ミュゼオロジー
コース

前半では、ミュゼオロジー(美術館運営などに関する思想的実践的
諸理論)の基礎的な内容について演習します。後半では、鑑賞教育
の充実を考えた教育計画の作成を目標として、「教育方法開発」、
「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」について講義を行います。
テキスト,大坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野美術大
学出版局）を全受講者に事前に配布するほか、授業では必要な資
料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
新見　隆（造形学部教授）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51034号

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

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・映像表現コース

前半では、映像の基礎的な表現による制作実習を行います。後半
では、実習で学んだ造形要素を生かした教育計画の作成を目標と
して、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」に
ついて講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教
育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に配布す
るほか、授業では必要な資料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
板谷　緑（造形学部教授）
戸塚太郎（造形学部非常勤講師）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51035号

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

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・絵画表現コース

前半では、絵画の基礎的な表現による制作実習を行います。後半
では、実習で学んだ造形要素を生かした教育計画の作成を目標と
して、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」に
ついて講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教
育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に配布す
るほか、授業では必要な資料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
峰見勝藏（造形学部教授）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51036号

0422-22-8562
http://cc.musabi.ac.j
p/
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者 受講料 受講数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・塑造コース

前半では、塑造の基礎的な技法による立体の制作実習を行いま
す。後半では、実習で学んだ造形要素を生かした教育計画の作成
を目標として、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携
開発」について講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編
『美術教育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に
配布するほか、授業では必要な資料等を配布します。

大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
脇谷　徹（造形学部教授）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭

小学校全科教員、
小学校図画工作専
科教員、中学校美
術科教員、高等学
校美術・工芸教員

38,000円 17人
平成21年2月6日～
平成21年3月14日

平21-
30236-
51037号

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

明星大学
情報教育---教師に求められる情報
リテラシー---

情報化社会における教育に関して、ITを活用した授業内容・方法の
改善のあるべき姿を学び、実際の授業に活用できる教材作成に必
要なスキルを習得することを目標とする。講習は、講義と実技から
構成され、前者では、普通教室における情報通信技術活用の可能
性と留意点、教育ソフトの有効性と限界を考える。後者では、スライ
ド作成ソフトの応用・発展技術を使って実際の教材を作成する。

大橋　有弘（人文学部教授） 東京都日野市 6時間 平成21年11月 8日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 9月30日

平21-
30240-
51400号

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

明星大学 ミイラに学ぶ生き物のつくり

生物の体のつくりは理科・生物学指導の中でも核になるものであ
る。しかし、命の大切さを説きながらの解剖実習の指導には難しさ
を伴う。そこで、ヒトは他の命をいただいて生きていることを紹介し、
食材を教材として展開する方法を考える。

冨樫　伸（理工学部教授） 東京都日野市 6時間 平成21年 6月 6日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 25人
平成21年 2月23日～
平成21年 5月 7日

平21-
30240-
51401号

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

明星大学
子どもたちと教師が共にワクワクでき
る「理科の授業」の創造

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のためには児
童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験させたい。「楽し
い科学の授業」を創造するための考え方とその処方箋を実験・事
例研究・模擬授業等を通して示す。理科苦手の先生も歓迎！

小原　茂巳（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年 8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 36人
平成21年 2月23日～
平成21年 6月30日

平21-
30240-
51402号

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

明星大学
ＰＩＳＡ型読解力の育成の視点からの
国語科の授業改善

新学習指導要領に明確に示されたＰＩＳＡ型読解力に関わる指導内
容をどのように指導するのか。教材に即して「読むこと」の学習の
改善点と方策を提案します。新学習指導要領国語科｢読むこと｣の
指導内容についての改善視点を理解し、授業改善の構想と方策を
考えます。

長谷川　清之（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年 8月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 6月30日

平21-
30240-
51403号

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

明星大学
書写（毛筆）授業の改善　～子どもた
ちに書くことの楽しさを伝える授業の
創造～

子どもたちが、自分の字に自信を持って楽しく気持ちよく書けるよう
にするために、授業改善の構想や方策を考えます。
毛筆経験がない方や入門期指導に困っている方を対象に基本的
なことを取り上げます。3年生程度の書道用具をご持参下さい。【雑
巾・新聞紙10枚程度・書道用下敷き（半紙大）・文鎮・硯・墨・墨汁
（墨液）・水差し・太筆・小筆】

小野寺　文子（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年 6月20日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
平成21年 2月23日～
平成21年 5月 7日

平21-
30240-
51404号

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

明星大学 読みの教材研究法

読む力は、読みの過程とそこに働く具体操作としての思考が構造
的に結びつけられることによって高まる。そこで、意味構造図を作
成することを通して、主体的な学習につながる教材分析の方法を
学んでいく。意味構造をつかむ手順がわかり、意味構造図を描くこ
とができるようにすることを目標とする。

樋田　明（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年11月15日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
平成21年 2月23日～
平成21年 9月30日

平21-
30240-
51405号

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

明星大学
日本の保育・子育ての現状・課題と
乳幼児のコミュニケーション力を育て
る保育のあり方

保育の現状と幼稚園教育要領・保育所保育指針の内容を押さえな
がら、世界で進められている乳幼児保育改革に触れ、日本の保育
の課題について考える。更に乳幼児の自我と社会性の発達過程を
学習しコミュニケーション力を育てる保育のあり方を演習形式で学
ぶ。

齋藤　政子（人文学部准教授） 東京都日野市 6時間 平成21年 8月22日 教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 42人
平成21年 2月23日～
平成21年 6月30日

平21-
30240-
51406号

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

明星大学 道徳の授業づくり入門

”道徳の時間の指導の基本事項を理解し学習指導案が作成でき
る”また、”児童の反応を即した授業展開ができる”ことを目的とし
て、道徳の時間の特質、道徳の授業を行う教師の基本姿勢を明ら
かにする。小学校の道徳授業で実際に扱う道徳資料を使い、資料
分析の仕方・発問構成・板書計画等の内容を含んだ学習指導案を
作成する。

岩木　晃範（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年 8月21日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年 2月23日～
平成21年 6月30日

平21-
30240-
51407号

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

明星大学 守る生徒指導から攻める生徒指導

子供が変わり、親が変わった。多くの教師は、生徒指導上の様々
な問題への対応に苦慮している。新しい生徒指導のあり方（つま
り、守る生徒指導から攻める生徒指導）について、多様な問題行動
を持つ子供たちにどのように指導したらよいか、その基本的な理論
と方法が理解され実践に結びつくことかできるように、講義・討議等
を通して解明していく。

小林　繁（人文学部非常勤講師） 東京都日野市 6時間 平成21年11月22日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 9月30日

平21-
30240-
51408号

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

明星大学
特別支援教育（発達障害の理解と対
応）

通常学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等への対応につい
ては、より具体的方法を望む声は多い。しかし、ノウハウのみでの
対応には限界がある。そこで、専門的知見を整理した上での実際
に役に立つアイディアを出すための知識の整理を行う。

小貫　悟（人文学部准教授） 東京都日野市 6時間 平成21年 6月13日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 50人
平成21年 2月23日～
平成21年 5月 7日

平21-
30240-
51409号

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

竹早教員保育士養
成所

教員の資質の向上と指導法の研究

 幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を築き幼児に
よりよい教育活動を創造し提供することが求められている。教員の
資質向上が強く求められていることを踏まえて教育の充実に取り組
む。１．敬語入門　２．心と体の健康づくり　３．食を取り巻く環境を
考える　４．幼児に対する音楽の理論と指導法　５．幼稚園におけ
る遊びと教材の研究　６．人間関係づくり

奥山　英男（竹早教員保育士養成所所長）
河野　紀之（竹早教員保育士養成所教務部長）
赤津　裕子（竹早教員保育士養成所専任教員）
加藤　和子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
広川　信子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
小西　啓子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
佐藤　廣子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
畠山　範子（竹早教員保育士養成所兼任教員）

東京都文京区 18時間
平成21年8月24日～
平成21年8月27日

教諭 幼稚園教員 18,900円 50人
平成21年4月20日～
平成21年7月3日

平21-
40024-
50022号

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

竹早教員保育士養
成所

教員の資質の向上と指導法の研究

 幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係を築き幼児に
よりよい教育活動を創造し提供することが求められている。教員の
資質向上が強く求められていることを踏まえて教育の充実に取り組
む。１．敬語入門　２．心と体の健康づくり　３．食を取り巻く環境を
考える　４．幼児に対する音楽の理論と指導法　５．幼稚園におけ
る遊びと教材の研究　６．人間関係づくり

奥山　英男（竹早教員保育士養成所所長）
河野　紀之（竹早教員保育士養成所教務部長）
赤津　裕子（竹早教員保育士養成所専任教員）
加藤　和子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
広川　信子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
小西　啓子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
佐藤　廣子（竹早教員保育士養成所兼任教員）
畠山　範子（竹早教員保育士養成所兼任教員）

東京都文京区 18時間

平成21年10月17日
平成21年10月24日
平成21年11月 7日
平成21年11月 14日

教諭 幼稚園教員 18,900円 50人
平成21年4月20日～
平成21年　7月3日

平21-
40024-
50023号

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

草苑保育専門学校 遊具論
子どもの潜在能力を開発する教育法①創造力の開発法（フレーベ
ル教育を踏まえて）②宇宙の法則と玩具の関係③玩具の魅力④創
造教育の理論と実際

和久洋三（童具館館長、草苑保育専門学校非常勤講
師）

東京都豊島区 6時間 平成21年8月12日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年4月1日～
平成21年7月20日

平21-
40025-
50594号

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

草苑保育専門学校 障碍児教育

近年、幼稚園や小・中学校の教育現場において、いわゆる軽度発
達障碍ならびに情緒的な問題を抱える子ども達が増えてきている
ことは周知のところである。現場職員の手さぐりながらの悩みは尽
きることなく、ますます緊迫してきている。ここでは発達障碍に関す
る基本的な学びを軸にして、発達的課題を持つ子ども達に対する
理解と対処、付随する保護者への対応、という視点でさまざまな
テーマの下に特別支援教育の方向性と意義を再確認することを目
的としたい。

橋場隆（筑波大学心身障害教育相談室、草苑保育専
門学校非常勤講師）

東京都豊島区 6時間 平成21年8月13日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年4月1日～
平成21年7月20日

平21-
40025-
50595号

03-3953-4016 http://www.soen.ac.jp
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平成２１年度（第１回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

草苑保育専門学校 障碍児教育

近年、幼稚園や小・中学校の教育現場において、いわゆる軽度発
達障碍ならびに情緒的な問題を抱える子ども達が増えてきている
ことは周知のところである。現場職員の手さぐりながらの悩みは尽
きることなく、ますます緊迫してきている。ここでは発達障碍に関す
る基本的な学びを軸にして、発達的課題を持つ子ども達に対する
理解と対処、付随する保護者への対応、という視点でさまざまな
テーマの下に特別支援教育の方向性と意義を再確認することを目
的としたい。

橋場隆（筑波大学心身障害教育相談室、草苑保育専
門学校非常勤講師）

東京都豊島区 6時間 平成21年12月25日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年10月1日～
平成21年11月30日

平21-
40025-
50596号

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

草苑保育専門学校 障碍児教育

近年、幼稚園や小・中学校の教育現場において、いわゆる軽度発
達障碍ならびに情緒的な問題を抱える子ども達が増えてきている
ことは周知のところである。現場職員の手さぐりながらの悩みは尽
きることなく、ますます緊迫してきている。ここでは発達障碍に関す
る基本的な学びを軸にして、発達的課題を持つ子ども達に対する
理解と対処、付随する保護者への対応、という視点でさまざまな
テーマの下に特別支援教育の方向性と意義を再確認することを目
的としたい。

橋場隆（筑波大学心身障害教育相談室、草苑保育専
門学校非常勤講師）

東京都豊島区 6時間 平成22年3月23日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成22年1月8日～
平成22年3月13日

平21-
40025-
50597号

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

草苑保育専門学校 視聴覚教育

視聴覚教育の重要性（なぜ教材を用いるのか）（究極の教材とは何
か）・メディア教育（メディアリテラシー）について（子どもたちとTV)
（批判的視聴技能について）・紙芝居の製作（実技）（紙コンテを作
る）

木村誠甫（アバコ撮影スタジオ代表取締役、草苑保
育専門学校非常勤講師）

東京都豊島区 6時間 平成21年12月26日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年10月1日～
平成21年11月30日

平21-
40025-
50598号

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

草苑保育専門学校 視聴覚教育

視聴覚教育の重要性（なぜ教材を用いるのか）（究極の教材とは何
か）・メディア教育（メディアリテラシー）について（子どもたちとTV)
（批判的視聴技能について）・紙芝居の製作（実技）（紙コンテを作
る）

木村誠甫（アバコ撮影スタジオ代表取締役、草苑保
育専門学校非常勤講師）

東京都豊島区 6時間 平成22年3月24日 教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成22年1月8日～
平成22年3月13日

平21-
40025-
50599号

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

草苑保育専門学校
難しい子どもと保護者の理解と対
応ーカウンセリングおよび精神保健
の観点からー

近年、少子化、核家族の増加に伴い、子ども自身も保護者も人間
関係体験の機会が減少している。そのため育ちきれていない子ど
も、保護者が増え、支援が必要な場合が少なくない。また保護者自
身が自分の親との関係で傷つけられ、パーソナリティとの問題を抱
えていることも散見される。パーソナリティ形成上重要な幼児期に
おいてカウンセリング理論および精神保健の観点から、子どもと保
護者両方の理解と適切な対応を考えていきたい。

奥村水沙子（草苑保育専門学校非常勤講師、カウン
セリングルーム主宰）

東京都豊島区 6時間
平成21年8月14日

教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年4月1日～
平成21年7月20日

平21-
40025-
50600号

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

草苑保育専門学校
難しい子どもと保護者の理解と対
応ーカウンセリングおよび精神保健
の観点からー

近年、少子化、核家族の増加に伴い、子ども自身も保護者も人間
関係体験の機会が減少している。そのため育ちきれていない子ど
も、保護者が増え、支援が必要な場合が少なくない。また保護者自
身が自分の親との関係で傷つけられ、パーソナリティとの問題を抱
えていることも散見される。パーソナリティ形成上重要な幼児期に
おいてカウンセリング理論および精神保健の観点から、子どもと保
護者両方の理解と適切な対応を考えていきたい。

奥村水沙子（草苑保育専門学校非常勤講師、カウン
セリングルーム主宰）

東京都豊島区 6時間
平成21年12月27日

教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成21年10月1日～
平成21年11月30日

平21-
40025-
50601号

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

草苑保育専門学校
難しい子どもと保護者の理解と対
応ーカウンセリングおよび精神保健
の観点からー

近年、少子化、核家族の増加に伴い、子ども自身も保護者も人間
関係体験の機会が減少している。そのため育ちきれていない子ど
も、保護者が増え、支援が必要な場合が少なくない。また保護者自
身が自分の親との関係で傷つけられ、パーソナリティとの問題を抱
えていることも散見される。パーソナリティ形成上重要な幼児期に
おいてカウンセリング理論および精神保健の観点から、子どもと保
護者両方の理解と適切な対応を考えていきたい。

奥村水沙子（草苑保育専門学校非常勤講師、カウン
セリングルーム主宰）

東京都豊島区 6時間
平成22年3月22日

教諭 幼・小学校教諭 6,000円 80人
平成22年1月8日～
平成22年3月13日

平21-
40025-
50602号

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

国立美術館
美術館を活用した鑑賞教育の充実の
ための指導者研修

国立美術館が文部科学省の共催を得て毎年実施している、美術館
と学校の連携を前提とした鑑賞教育についての研修。3日間の研
修内容は、講演、事例紹介、ギャラリートーク見学、グループワーク
による鑑賞授業研究など。なお、一般公募は実施していない。

一條彰子（東京国立近代美術館主任研究員）
奥村高明（国立教育政策研究所教育課程センター教
育課程調査官・文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
長田謙一（首都大学東京教授）

東京都千代田
区、
港区

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月5日

教諭

小学校教諭、小学
校図画工作専科教
諭、中学校美術教
諭

0円 10人
平成21年4月1日～
平成21年4月30日

平21-
70010-
51027号

03-3214-2561 www.artmuseums.go.jp

財団法人全国学校
農場協会

農業実験実習講習会
「食品化学」

テーマ「食品に関する鮮度、食味､原材料の判別、フレー
　　　　　バー作り、等の実験実習」
１　米の鮮度､食味､の化学的判別実験(原理、手法､実験､
　　データ解析)
2　 ＤＮＡ情報を用いた食品原材料の判別試験(原理、手
　　法､実験､データ解 析)
3　 食品のﾌﾚｰﾊﾞｰ作り(香り作り)
4　 ｢食と農｣の博物館見学､「現在のパン作り」 講義

学部長
高野　克己　（東京農業大学応用生物科学部教授）
佐藤　広顕　（東京農業大学応用生物科学部教授)
内野　昌孝　（東京農業大学応用生物科学部教授）

東京都世田谷区 18時間
平成21年8月3日～
平成21年8月7日

教諭
全国の農業高等学
校関係職員

5,000円 30人
平成21年5月1日～
平成21年6月5日

平21-
81335-
50591号

03-3463-7721 nojokyokai.or.jp

社団法人日本ネイ
チャーゲーム協会

体験型環境教育指導者講習会

　本講習では、持続可能な社会の担い手となる幼児・児童に対し
て、自然を大切にし、その保全に寄与しようとする態度を育成する
指導者を養成するため、１）ネイチャーゲームなどの体験型環境教
育の学校教育における位置づけについての講義、２）ネイチャー
ゲームの体験実習、３）実践事例発表や研究討議を行い、４）体験
型環境教育の指導者に必要な知識・技能を審査するための認定
試験を行う。(182字)

石崎一記（東京成徳大学教授）
黒田篤志（神奈川県横浜市立井土ケ谷小学校教諭
主幹教諭）
日置光久（文部科学省初等中等教育局視学官）
降旗信一（社団法人 日本ネイチャーゲーム協会理事
長・東京農工大学非常勤講師）
村山哲哉（東京都墨田区教育委員会事務局指導室
統括指導主事）

東京都渋谷区 12時間
平成21年8月1日～
平成21年8月2日

教諭
幼稚園教諭、小学
校教諭向け

9,000円 120人
平成21年2月6日～
平成21年7月25日

平21-
81360-
50027号

03-5363-6010
http://www.naturegame
.or.jp

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

神奈川県大磯町 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50476号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p

星槎大学 特別支援教育講座

本講座では、3日間を通して、特別支援教育に関する基礎的な研
修（特別支援教育総論、医療と発達障害、言語療法、システム、ア
セスメント）を行い、特別支援教育に関する基礎知識の修得のみな
らず、 新情報をもとに学校・学級における基本的対応に関して学
ぶ。

山口　薫（星槎大学　学長）
西永　堅（共生科学部専任講師）
伊藤一美（共生科学部専任講師）
太田昌孝（共生科学部非常勤講師、心の発達研究所
所長）
三田地真実（共生科学部非常勤講師、教育ファシリ
テーションオフィス代表）
松本美代子（共生科学部非常勤講師、Saya-Sayaこ
とばの教室代表）

神奈川県横浜市 18時間
平成21年8月8日～
平成21年8月10日

教諭
養護教諭

全教員 24,000円 40人
平成21年2月6日～
平成21年6月30日

平21-
30006-
50477号

045-972-3294
http://www.seisa.ac.j
p
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