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平成２１年度（第３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

沖縄女子短期大
学

英語活動
「ことば」としての英語読書教育の
展開
Ｔｈｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ａｒｔｓ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍの教授法を学ぶ

文部科学省は、新学習指導要領において、平成23年度から
小学校5年、6年を対象に、「英語活動」の導入を発表した。外
国語(英語）を使って国際舞台で積極的にコミュニケーションを
図り日本と外国の言語や文化について体験的に理解を深め
る琴をねらいとしている。本講座では、その指導者研修への
アプローチとして、児童英語学習発達段階に沿った「ことばと
しての英語活動」を学ぶ。

山里　米子（本学非常勤講師） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭 小学校教諭 7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55195号

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

沖縄女子短期大
学

学級経営
楽しい学級づくり

今、少子化、地域社会における人間の希薄化などが進み、学
校、学級の中でも、望ましい人間関係を築く力などの生きる
力、社会性が身につけにくくなっている。そこで、本講座（学級
経営）において自分のよさや個性を生かしつつ、多様な集団
(地域と共に、社会、自然、環境）との関わりの中で望ましい人
間関係、協力して、より良い生活を築くことができるか等、受
講者の皆さんと、学級経営の中で考えたい。

濱比嘉　宗隆（児童教育学科教授） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭
幼稚園教諭
小学校教諭

7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55196号

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

沖縄女子短期大
学

特別支援教育
心理検査と発達課題との関連

心理相談の中で行われる心理判定で、実際に使用されてい
る心理検査(知能検査、発達検査）の内容について、実習を
通して概説する。また、心理検査と発達課題との関連につい
ても取り上げる。さらに、幼保、幼小連携の観点から、心理検
査で得られた結果を、学校教育で、どのように活用できるの
かについて考察する。

廣瀬　真喜子（本学非常勤講師） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭
幼稚園教諭

7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55197号

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

沖縄女子短期大
学

子育ての支援

本講座のテーマは、改訂幼稚園教育要領にうたわれている
「子育ての支援」とする。こどもたちの安心、安全で自由な生
活を守るために、幼稚園の役割とは何か、そのために、幼稚
園は地域とどのように繋がるかという観点から子育ての支援
について考える。実践事例を通して、幼稚園全体の教師間の
協力体制を基盤にした、他の幼稚園・小学校や保育所・児童
相談所等、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体や近隣住民との連携につい
て理解することを目的とする。

砂川　麻世（児童教育学科講師） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭 幼稚園教諭 7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55198号

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

沖縄女子短期大
学

幼児理解と指導法

乳児期からの発達や生活の連続性を踏まえつつ、幼児の今
日的課題を明確に捉えていく。そこから、今の、幼児教育・保
育に指導の背景となる専門的知見、指導の方法・技術等を学
ぶ。保育内容における養護と教育の一体性、幼児の内面理
解から表現理解、集団活動へと展開する指導計画の展開（学
びの連続）等を具体的に学ぶ。

平田　美紀（児童教育学科准教授） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭 幼稚園教諭 7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55199号

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

沖縄女子短期大
学

情報教育

本講座は、コンピューターを活用し、授業実践に役立てるもの
である。その方法として、１．PowerPointを使ったプレゼン
テーションの基礎的技能を身につけて、研究発表等での資料
作成に役立てる。また、PowerPointを活用した教材の作成方
法を実践的に学ぶ。2．Excelのピボットテーブル機能を使った
アンケート集計の方法を実習する。ピボットテーブルを用いた
クロス集計を実践で学び、効率的なアンケート集計の方法に
ついて考える。

渡久地　啓（総合ビジネス学科准教授） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭
幼稚園教諭
小学校教諭

7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55200号

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

沖縄女子短期大
学

運動学習と指導の心理学

本講義では、前半の部分は運動学習に着目し、これまでの運
動心理学において明らかにされてきた運動指導に関する内
容から、運動学習の捉え方、運動上達の仕組み、運動学習
の効果的な練習と指導について、後半の部分は、新・小学校
学習指導要領(体育編）の新たな展開について探る。

小橋川　久光　(琉球大学　名誉教授） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭
幼稚園教諭・小学
校教諭

7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55201号

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

沖縄女子短期大
学

新しい学習指導要領が求める社
会・道徳・総合的な学習
～ふる里・沖縄の歴史とその文化
～

学習指導要領　社会科・道徳・総合的な学習内用として郷土
の世界遺産群を中心に、沖縄の歴史・文化に触れ沖縄の来
歴を深く理解する。また、その意味は限りなく深く、郷土沖縄
を愛することにつながり、ひいては国際理解教育に結びつくこ
とを理解させる。郷土を深く知ることは、また、そうして初めて
世界の国々をより深く理解することができるからである。

知念　正俊　(元小学校校長） 沖縄県那覇市 6時間
平成21年8月12日～
平成21年8月14日

教諭
幼稚園教諭・小学
校教諭

7,000円 20人
平成21年4月16日～
平成21年6月30日

平21-
35384-
55202号

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

北海道情報大学 情報リテラシー（初級編）

マイクロソフト社のオペレーティングシステムであるWindows
の基本的なマシン操作を身につけ、アプリケーションソフトの
代表格である「Word 2002」と「Excel 2002」の初級レベルの基
本操作を身につけます。そして、テーマごとマシン実習により
確実に身につくように構成されています。

高井　那美(経営情報学部　准教授) インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56818号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 情報リテラシー（中級編）

アプリケーションソフトの代表格である「Word 2002」と「Excel
2002」の中級レベルの操作を身につけます。「ワード」に関し
ては、レイアウトの構成や画像・イラストの挿入方法を、「エク
セル」では、表中データの移動方法や関数の使い方を覚えま
す。そして、テーマごとマシン実習により確実に身につくように
構成されています。なお、本講座を学習するにあたっては、
「情報リテラシー（初級編）」を学習済み程度の知識があること
が条件となります。

高井　那美(経営情報学部　准教授) インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56819号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/
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平成２１年度（第３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

北海道情報大学 情報リテラシー（上級編）

アプリケーションソフトの代表格である「Word 2002」と「Excel
2002」の上級レベルの操作を身につけます。「ワード」に関し
ては、差し込み印刷を、「エクセル」では、グラフの表示やデー
タベースの手法を学びます。そして、テーマごとマシン実習に
より確実に身につくように構成されています。本講座を学習す
るにあたっては、「情報リテラシー（中級編）」までを学習済み
程度の知識があることが条件となります。

高井　那美(経営情報学部　准教授) インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56820号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論１

コミュニケーションの大切さを誰もが認識しているのですが、
なかなか克服できずにいるのが現状です。ここでは、コミュニ
ケーションの本質を把握することで、それを克服するヒントを
みなさんに提供します。本当の自分を相手に伝える「自己開
示」、自分をうまく表現する「自己呈示」等のテーマで学習を進
めていきます。

恵藤　健二　（通学課程、通信教育部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師）
　　　　（（学）電子開発学園九州
　　　　　メディア教育センター　副センター長）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56821号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論２

相手の心理に訴えつつ、その反応を読みながらコミュニケー
ションは進行していきます。「要請と承諾」というテーマでは、
依頼方法の違いによって、成功する確率が大きく変わってくる
ということ、また、「非言語コミュニケーション」では、言語以外
の要素で相手に自分の意図がわかってしまうという内容で
す。このように、心理的側面からコミュニケーションというもの
をとらえていきます。

恵藤　健二　（通学課程、通信教育部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師）
　　　　（（学）電子開発学園九州
　　　　　メディア教育センター　副センター長）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56822号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論３

異文化の者がコミュニケーションを行う場合、言語以外の要
素、つまり育った環境、習慣、風俗等の違いによって誤解を
生じること多い。また、インターネットによる誹謗中傷は、お互
いの立場を無視した自己中心的な言動によってトラブルにな
ることが多い。ここでは、「異文化コミュニケーション」、「イン
ターネットコミュニケーション」、「動物のコミュニケーション」等
を紹介します。

恵藤　健二　（通学課程、通信教育部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師）
　　　　（（学）電子開発学園九州
　　　　　メディア教育センター　副センター長）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭 小中高教諭 5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56823号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ１

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得す
るに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
テーマには、「情報の科学」、「計算機械とコンピュータ」、「０と
１の世界の数値と文字」、「演算回路」を用意しています。

宮永　喜一（通信教育部　非常勤講師）
　　　　　　　（北海道大学大学院　教授）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭
高等学校教諭（情
報）

5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56824号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ２

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得す
るに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
テーマには、「制御回路」、「システムアーキテクチャ」、「メモ
リ」、「入出力装置」等のコンピュータの基本構成要素に関す
る内容を用意しています。

宮永　喜一（通信教育部　非常勤講師）
　　　　　　　（北海道大学大学院　教授）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭
高等学校教諭（情
報）

5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56825号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ３

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得す
るに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
テーマには、「ネットワークの通信技術」、「サイバースペー
ス」、「チューリングマシンとＶＬＳＩ」等を用意しています。

宮永　喜一（通信教育部　非常勤講師）
　　　　　　　（北海道大学大学院　教授）

インターネット 6時間
平成21年6月 1日～
平成22年1月17日

教諭
高等学校教諭（情
報）

5,000円 上限なし
平成21年4月20日～
平成21年12月18日

平21-
30020-
56826号

011-385-4414
http://www.do-
johodai.ac.jp/

東北工業大学
組込みシステム（マイクロコン
ピュータ）

ユビキタス・モバイル情報社会で必須技術である組込みシス
テムに関して、マイコン・メモリ等のハードウェアとＯＳ・ミドル
ウェア等のソフトウェア、および開発ツール、応用展開などの

新の知識を学ぶ。

畑岡　信夫（工学部教授）
藤田　豊己（工学部准教授）
水野　文雄（工学部講師）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 工業 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56573号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北工業大学
インターネットを構成する技術とそ
の 新動向

情報通信技術の発達によって、インターネットは現在の我々
の生活を支える不可欠な情報インフラとなっている。本講習
では、インターネットにおける通信の基礎となる要素技術、イ
ンターネットにおける通信の仕組み、ネットワークの利便性と
対をなすセキュリティの問題について講義する。講習では基
本となる知識の解説を交えながら「ドックイヤー」と称されるほ
どの革新スピードを持つ情報通信技術における 新動向に
ついて説明する。

野口　一博（工学部教授）
松田　勝敬（工学部准教授）
角田　裕（工学部講師）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 情報 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56574号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北工業大学 新・建築学
建築計画、建築構造学、建築デザイン、建築環境工学の各
分野の 新の技術や考え方などを解説、講義する。

渡辺　浩文（工学部教授）
石井　敏（工学部准教授）
槻橋　修（工学部講師）
船木　尚己（工学部講師）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 工業 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56575号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北工業大学 進化する土木工学

社会基盤を支える土木技術の芯となるべき倫理とは何か、ま
た、コンクリートの製造から管理において何が変化したか、環
境資源情報も含めた空間情報としての測量学、岩手・宮城内
陸地震を例とした山地被害の実態など、近年の土木工学に
於いて得られた新しい知見のいくつかの内容を学びます。

吉川　謙造（工学部教授）
外門　正直（工学部教授）
松山　正將（工学部教授）
千葉　則行（工学部准教授）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 工業 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56576号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp
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開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 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３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

東北工業大学
環境を診断・治療する　～環境情
報工学の目指すもの～

本学科では「情報技術」を駆使して「環境問題」に取り組める
人材の育成と、情報工学と環境工学の融合を目指した研究
に取り組んでいる。本講習では、光技術によるグローバル
CO2問題の診断法と解決法および災害環境の観点からの都
市・地域問題の診断・対策について解説する。両者とも 先
端の情報技術を用いた環境診断・治療の解説があり、新しい
学問としての｢環境情報工学」について触れることができる。

浅井　和弘（工学部教授）
神山　眞（工学部部長、教授）
佐賀　武司（工学部教授）
佐藤　篤（工学部准教授）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭
高 工業・情報 教
諭

6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56577号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北工業大学
プロダクトデザインにおけるコン
ピュータの利用

プロダクトデザインのデザインプロセスの説明と、その中での
コンピュータを利用したアウトプットを紹介する。作業の効率
化をはかるためにコンピュータを利用しているだけでなく、デ
ザイナーはコンピュータを使うことにより表現の幅を拡げてい
る。デザインの能力がある人々が扱うことにより、はじめてコ
ンピュータは活用される。それは「コンピュータを操作できさえ
すればデザインをできる」という訳ではないということである。

堀江　政広（ライフデザイン学部講師） インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 工業 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56578号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北工業大学 安全で安心な住まいづくり

今日の住まいづくりにおいて、社会や個人のライフスタイルの
多様さ・変化の様をどのようにとらえて、それに相応しい提案
をどのように行えばよいかの議論を行う。まず、インテリア計
画における快適性をもたらす要素およびその統合方法につい
て学ぶ。次に住まいと人間を取り巻く様々な物理環境がどの
ようにつくられ、どのようにして制御できるかを学ぶ。そして、
人間の感性が、住まいにおいてどのように変容しているのか
を日本の住宅史をとおして概観する。さらに、高齢者や病気
を抱えた人に対する介護や看護についての基礎的な知識を
学ぶ。

石川　善美（ライフデザイン学部教授）
菊地　良覺（ライフデザイン学部准教授）
小山　祐司（ライフデザイン学部准教授）
伊藤　美由紀（ライフデザイン学部講師）

インターネット 6時間

平成21年7月10日　～
平成21年8月9日(ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ)
＊ｽｸｰﾘﾝｸﾞ1時間及び試
験1時間を、平成21年8
月10日、11日いずれか
に実施

教諭 高 工業 教諭 6,700円 30人
平成21年6月1日～
平成21年6月30日

平21-
30040-
56579号

022-305-3160
http://www.tohtech.a
c.jp

東北福祉大学
学校臨床における心理教育的援
助

1.心理教育的援助サービスの基礎　子どもへの援助　教師、
保護者および学校組織への援助　2.段階別心理教育的援助
サービス　一次的援助サービス　二次的援助サービス　三次
的援助サービス　3.心理教育的アセスメント　心理教育的アセ
スメントとは　心理教育的アセスメントの対象　心理教育的ア
セスメントにおけるアプローチ　心理教育的アセスメントの方
法　4.カウンセリング　カウンセリングにおける関わり　危機介
入　以上、心理教育的援助サービスの理解と介入の実践的
方法について学習する。

渡部純夫　(東北福祉大学　准教授)
小林　愛　 (東北福祉大学　講師)
内藤裕子　(東北福祉大学　任期制講師)

通信教育 18時間
平成21年5月15日～
平成22年1月17日

教諭
養護教諭

学校臨床における
心理教育的援助
に関心のある教
諭

18,000円 1,000人
平成21年4月16日～
平成21年9月15日

平21-
30042-
56585号

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

人間総合科学大
学

平成21年度人間総合科学大学教
員免許更新講習(教科指導、生徒
指導、その他教育の充実に関する
事項）

～心身健康科学をメインテーマに
10講座～

本学が提唱する新しい学問領域である『心身健康科学』の中
から、教職に求められる「教科指導、生徒指導、その他教育
の充実に関する事項」に役立つ専門知識を、以下の10種類
から1つを選択して学ぶ。
①心身健康科学概論
②ストレスと健康
③心身医学
④行動科学概論
⑤生命科学概論
⑥生命倫理学
⑦発達心理学
⑧青年期心理学
⑨現代家族論
⑩保健学

①久住 武 (人間科学部教授)
②鈴木 はる江(人間科学部教授)
③大谷 純 (人間科学部教授)
④大谷 純 (人間科学部教授)
⑤新井 康允 (人間科学部長)
⑥青木 清 (大学院人間総合科学研究科長代行)
⑦中野 博子 (人間科学部教授)
⑧中野 博子 (人間科学部教授)
⑨島田 凉子 (人間科学部教授)
⑩星山 佳治 (人間科学部教授)

通信教育 18時間
平成21年6月1日～
平成22年2月7日

教諭
養護教諭

全教員 18,000円 800人
平成21年4月16日～
平成21年8月15日

平21-
30097-
56216号

048-749-6111

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

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

聖徳大学
子どもの健康・安全な生き方を支
援する養護教諭

保健室を訪れる子ども達への対応や、健康診断、健康観察、
健康調査、環境検査、安全点検など、日常の執務を振り返
り、子どものヘルスニーズや学校保健の健康課題の「把握気
づき」の重要性を再認識する。そこから養護活動（疾病管理、
感染症予防、環境管理、健康相談活動等）や健康教育（保健
学習、保健指導、広報活動等）の実践に結びつけるための養
護過程を意識した日々の活動を、いかに効果的に進めていく
かを探る。

小谷美知子（人文学部講師） 通信教育 6時間
平成21年5月20日～
平成21年9月30日

養護教諭 養護教諭 6,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月7日

平21-
30114-
56254号

047-365-1200
http://www.seitoku.j
p/tk/

聖徳大学
学校現場の救急処置と女性の健
康

学校現場で発生する創傷や救急処置についての知見を解説
する。女性の健康をリプロダクディブヘルスの概念を基盤に
し、女性の健康について 近の知見と現状を解説する。ま
た、上記の健康問題の発生時の解決能力を高めるための学
習をし、健康問題のアセスメント・具体的解決方法を検討す
る。

田島悦子（短期大学部准教授） 通信教育 6時間
平成21年5月20日～
平成21年9月30日

養護教諭 養護教諭 6,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月7日

平21-
30114-
56255号

047-365-1200
http://www.seitoku.j
p/tk/

聖徳大学
児童・生徒の保健指導up- to-
date

児童・生徒の保健指導について，以下の4つについて， 近
の知見を紹介しながら，学習します。
①小児精神疾患（不登校，学習障害，注意欠損多動症候群
など）up- to- date②学校検診（心臓病，腎臓病など）up- to-
date③感染症，アレルギー疾患と代謝疾患（糖尿病，メタボ
リックシンドロームなど）up- to- date④救急蘇生法up- to-
date
教材及びレポートの学習を各自、発展させてもらうことが肝心
です。

宮川三平（児童学部教授）
宮本茂樹（短期大学部教授）

通信教育 6時間
平成21年5月20日～
平成21年9月30日

養護教諭 養護教諭 6,000円 50人
平成21年4月20日～
平成21年5月7日

平21-
30114-
56256号

047-365-1200
http://www.seitoku.j
p/tk/
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