
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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

北海道教育大学 聞く力の基本

教育においてはコミュニケーション能力が極めて重要である。
児童生徒のコミュニケーション能力を育てるという点において
も、教師自身のコミュニケーション能力という点においても。本
講習では、コミュニケーションの基本を扱う。その中でも、特に
「聞く力」に焦点を当て、その基本を押さえる。

伊藤 進（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
すべての教諭向
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-
58301号

011-778-0264
http://www.hokkyodai.a
c.jp/

北翔大学 学習指導（小学校国語・社会）

小学校学習指導要領の改訂に伴ない、各学年の目標及び内
容等が改定された。このたびの更新時講習において、国語科
では、主として「伝え合う力を高めるとともに思考力や想像力
及び言語感覚を養う」ために必要な授業の改善点に焦点を
絞って考えを提示したい。また、社会科では教材や資料の開
発、指導方法の工夫など、これからの社会科授業の改善ポイ
ントについて考えを提示したい。

伊藤和幸（短期大学部教授）
小杉直美（生涯学習システム学部教授）
紺野忠一郎（短期大学部教授）
加藤　隆（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58302号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

 北翔大学 学習指導（小学校音楽・図工）

音楽は小学校教育における発声法と歌唱指導についてDVD
や資料を使った講習と実技を行う。図工は小学校教育におけ
る描写表現について、基礎デッサンの知識および技術の向上
を目的とし、資料を使った講習と実技を行う。

岡元眞理子（生涯学習システム学部教授）
末次弘明（生涯学習システム学部講師）
林　亨（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58303号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
学習指導（小学校生活科・総合的
な学習）

　生活科については、現状と今日的課題を把握するとともに、
自然や物を使った遊びについての学習材の研究を深め、子
どもの主体的な活動を支援する指導のあり方について検討し
ます。また、総合的な学習については身近な素材を活用して
内容を充実させるための指導の取り組みについて考察しま
す。

那賀島　彰一（生涯学習システム学部教授）
舟橋　安幸（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58304号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
生徒指導（教育相談の理論と実
際）

いじめや不登校などが増加の傾向にある。その対応として教
育相談にかける期待が大きい。児童生徒理解とアセスメント、
スクールカウンセラーとの連携、問題行動への理解と対応、
校内体制の在り方など具体的な事例を通して考える。更に、
かかわり技法や面接の技法など体験実習を交え、今後、教
育相談を日常の教育活動にどう生かすかを考察する。

川村道夫（短期大学部教授）
山谷　敬三郎（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58305号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 学習指導（小学校算数・理科）

　算数については、各学年の子どもの特徴と指導のポイント
を中心として「子どもたちの疑問やアイデアの素晴らしさ」に
ついても視点に加えて構成したいと考えている。また、算数学
習での教えることと学ばせることの違いや新指導要領に新設
された教材の扱いなどにも触れたいと考えている。理科につ
いては、理科教育の今日的な課題を検討し、身近な素材や
自作教具を活用した理科指導について考察する。

西村　光弘（生涯学習システム学部教授）
舟橋　安幸（生涯学習システム学部教授）
那賀島　彰一（生涯学習システム学部教授）
中山　雅茂（生涯学習システム学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58306号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学  子どもの心と体の育ち（小学校）

就学前からの基本的生活習慣の欠如、自制心や規範意識の
希薄化が指摘されている。あるいは、体力や運動能力の低下
も言われて久しい。このような状況は、小学校での「こどもの
心と体の育ち」にも大きな影響を与えている。この講習では、
そのような背景について共に考え、「心の教育と体の教育」の
課題と可能性について具体的事例を挙げながら考察する。

浅尾　秀樹（生涯学習システム学部教授）
加藤　　隆（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58307号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 英語活動と食育（小学校）

　小学校に導入される英語学習の基本的な展開についての
授業実践例を紹介するとともに、参加者自身が言語活動に積
極的に参加し、授業実践できるように基礎的・基本的なコミュ
ニケーション・スキルを身につける。
　生活習慣病の若年化やメタボリックシンドロームなどの国民
の健康問題が顕在化していることから，幼児期・児童期の早
い段階での食育（食教育）が求められている。食育の講座に
おいては，栄養・食品・食品衛生および児童期の食と健康問
題についての基礎的・基本的な知識を理解する。

山谷敬三郎（大学院　教授）
クリフトファ・ブレイン・サイモンズ（生涯学習シス
テム学部非常勤講師）
青池美紀（短期大学部こども学科准教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58308号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

 北翔大学 情報教育（小学校）

この講習では、情報モラルの必要性や情報を扱う責任等、教
員の求められる知識について考察するとともに、基本的なICT
活用について実践的な演習を中心に行う。多様で複雑な情
報化社会において、情報の活用方法や役割を理解したうえ
で、教育や学習に効果的に活用することを考察する。

高橋　一雄（生涯スポーツ学部非常勤講師）
小杉　直美（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58309号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 特別支援教育（小学校）

　小学校において、特別な支援を必要とする児童の一人一人
の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善又は
克服するために、適切な指導の在り方等を考える。更に、特
別支援コーディネターの役割、就学指導、校内委員会の在り
方、脳科学、発達障害の支援などにも触れ、小学校における
特別支援教育について考察する。

佐藤　満雄（生涯学習システム学部教授）
佐藤　義昭（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58310号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 健康問題と外傷・障害の予防

運動や睡眠の視点から、発育発達期の不適切な健康行動が
将来的に及ぼす悪影響について概説し、その対策について
提案する。また、成長期に特徴的なスポーツ外傷・障害につ
いて概説し、スポーツ活動を安全かつ効率的に実施する上で
必要な医科学的知識に基づく予防方法について講義する．

小田　史郎（生涯スポーツ学部准教授）
上田　知行（生涯学習システム学部准教授）
吉田　真（生涯スポーツ学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校・高等学校
保健体育　教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58311号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

平成２１年度（第５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５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

北翔大学 野外教育と特別支援教育

自然体験、生活体験、社会体験、チャレンジ体験が不足し、
他者とコミュニケーションがとれない、他人の気持ちがわから
ないといった子どもが増えている。本講義においては、これら
の課題に対して教育的効果が高いといわれる野外教育の意
義や指導法について学ぶ。また、障害のある生徒への適切な
指導を行うための基礎的な理論について学ぶ。

粥川　道子（生涯スポーツ学部　教授）
山田　亮（生涯学習システム学部　准教授）
和　史朗（生涯学習システム学部　准教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校・高等学校
保健体育　教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58312号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 スポーツ心理学とバイオメカニクス

スポーツの競技力向上を目的とした心理的スキルトレーニン
グであるメンタルトレーニングについて、その概要、内容、方
法について学ぶ。心理テスト、目標設定、リラクセーションとサ
イキングアップ、イメージトレーニング、集中力トレーニングな
どを行う。またスポーツ運動を定量的に分析するスポーツバ
イオメカニクスの基礎的な理論について学ぶ。

竹田　唯史（生涯学習システム学部　教授）
山本　敬三（生涯学習システム学部　准教授）
吉田　聡美（生涯スポーツ学部　非常勤講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校・高等学校
保健体育　教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58313号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
アクリル絵の具を中心とした混合
技法絵画制作

絵画制作の中でも、表現の汎用性が広いアクリル絵の具を
中心に、アクリル系各種メディウムや顔料や墨など他の材料
と併用した絵画制作をおこなう。素材実験やドローイングをし
て、いかに創作イメージと技法や材料とを結びつけていくか考
えながら作品化する。

林　亨（生涯学習システム学部教授）
末次弘明（生涯学習システム学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭 中・高教諭（美術） 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58314号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
ユニバーサルデザインによるもの
づくり

人にやさしいユニバーサルデザインについて講習を行う。北
海道は積雪寒冷他の上に、高齢者人口も多く、様々な問題を
抱えている。これからのデザインには、より多くの人々に対応
できるユニバーサルデザインの知識が不可欠であり、「ものづ
くり」「まちづくり」「すまいづくり」の実例によって知識を高め
る。

千里　政文（生涯学習システム学部教授）
佐藤　克之（人間福祉学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭 中・高教諭（美術） 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58315号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 石彫によるレリーフ制作

石彫の中でも扱いやすい軟石である札幌軟石を素材に小品
レリーフ制作をおこなう。ドローイング、粗彫り、仕上げの工程
により作品を完成させ、石彫の知識と技術を高める。札幌軟
石は加工が容易であるという点で、生徒用の石彫素材に適し
ている。学校教育活動において生徒に対し、札幌軟石という
北海道の自然が生成した素材に親しみさせながら、彫刻の一
つである石彫について理解をさせていくことができる。

永野　光一（生涯学習システム学部教授）
藤本　和彦（生涯学習システム学部非常勤講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭 中・高教諭（美術） 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58316号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 ＩＣＴ活用指導力の習得と活用

文部科学省では「教員のＩＣＴ活用指導力の基準」を策定し、
全ての教員のＩＣＴ指導力の向上に取り組んでいます。本講座
では、Word、Excel、PowerPointをツールとして、授業中にＩＣＴ
を活用して指導する力、生徒のＩＣＴ活用を指導する力、校務
にＩＣＴを活用する力の向上を目的として学びます。

大関　慎（生涯学習システム学部教授）
松澤　衛（生涯学習システム学部准教授）
浅井　貴也（生涯学習システム学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭 中・高校教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58317号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
ホームページ制作実践講座（初級
編）

現代社会においてインターネットは不可欠なものとなりつつあ
り、学校現場においても、保護者や地域への広報のために
ホームページにより情報発信することが求められている。ま
た、調べ学習の表現方法としてホームページも活用されてい
る。ホームページの有効利用を図るため作成の実際を学習
する。画像処理、ページ作成、公開までの手順などの基礎を
学ぶ。

浅井　貴也（生涯学習システム学部講師）
松澤　衛（生涯学習システム学部准教授）
大関　慎（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭 中・高校教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58318号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
ホームページ制作実践講座（中・
上級編）

昨今、インターネットによる情報提供が色々問題視されていま
す。しかし、児童、生徒の活躍などの情報を提供する必要が
あります。実際に個人情報などに注意をしながら、実際に
ホームページを作成して、レイアウト、写真撮影、画像加工、
アニメーション作成、公開（閲覧者を限定するなど）までの制
作方法を習得する。

松澤　衛（生涯学習システム学部准教授）
大関　慎（生涯学習システム学部教授）
浅井　貴也（生涯学習システム学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭 中・高学校教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58319号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
音楽科の授業におけるピアノの活
用

音楽の教室にはピアノが置かれていることが多い。ピアノを
生かした授業を展開するために、ピアノ伴奏法や簡単な連弾
等のアンサンブルの指導法、また、ピアノという楽器の発展を
中心としたクラシック音楽史などの指導法を、児童・生徒の視
点から考察する。

鈴木しおり（生涯学習システム学部教授）
玉木　裕（生涯学習システム学部非常勤講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中・高等学校教諭
（音楽）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58320号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 指揮法から学ぶ教材楽曲研究

「指揮」をするために必要な要素（楽曲の理解・演奏表現方法
の理解・児童生徒への伝え方・演奏表現力の引き出し方な
ど）を柱に、本講座において教材として取り扱われる楽曲につ
いてその特徴や魅力を再発見し具体的な指揮の方法を学び
合うことにより、音楽の様々な魅力を伝えられる授業展開の
可能性を考察する。

菅原　克弘（生涯学習システム学部教授） 北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中・高等学校教諭
（音楽）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58321号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
音楽教育法における器楽の意義
とその活用

音楽の授業では和楽器なども取り入れられ、器楽の指導は
多様性を求められているとはいえ、教室で日常的に用いるこ
とのできる楽器はリコーダーなど限られている。授業時数も少
ない中で、いかにして生徒に器楽のもつ魅力を伝え表現力を
引き出せるかを、“リコーダーと歌”や“鑑賞とリコーダー”な
ど、アンサンブルを中心とした多面的な授業展開の中から考
察する。

今井　敏勝（札幌大学准教授）
鈴木しおり（生涯学習システム学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中・高等学校教諭
（音楽）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58322号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
養護実践に向けての健康課題の
把握

養護実践を進める上で不可欠な子どもの健康課題の把握に
ついて学ぶ。特に思春期の子どもの性の逸脱行動や飲酒喫
煙等の薬物乱用に関する健康課題を取り上げて分析し、発
達心理の視点から子どもの健康を捉えることでその背景要因
を理解し、さらに現代の子どもの課題であり、支援の基礎とな
る対人関係と精神的健康について考察する。

中出　佳操（人間福祉学部教授）
新川　貴紀（人間福祉学部講師）
川崎　直樹　（人間福祉学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58323号

011-387-3618
http://www.hokusho-
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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

北翔大学
養護実践に向けての健康課題の
把握

養護実践を進める上で不可欠な子どもの健康課題の把握に
ついて学ぶ。特に思春期の子どもの性の逸脱行動や飲酒喫
煙等の薬物乱用に関する健康課題を取り上げて分析し、発
達心理の視点から子どもの健康を捉えることでその背景要因
を理解し、さらに現代の子どもの課題であり、支援の基礎とな
る対人関係と精神的健康について考察する。

中出　佳操（人間福祉学部教授）
新川　貴紀（人間福祉学部講師）
川崎　直樹　（人間福祉学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58324号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
養護実践に向けての健康課題の
把握

養護実践を進める上で不可欠な子どもの健康課題の把握に
ついて学ぶ。特に思春期の子どもの性の逸脱行動や飲酒喫
煙等の薬物乱用に関する健康課題を取り上げて分析し、発
達心理の視点から子どもの健康を捉えることでその背景要因
を理解し、さらに現代の子どもの課題であり、支援の基礎とな
る対人関係と精神的健康について考察する。

中出　佳操（人間福祉学部教授）
新川　貴紀（人間福祉学部講師）
川崎　直樹　（人間福祉学部講師）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58325号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
養護実践における連携とコーディ
ネート

養護実践において重要な連携について考え、また養護教諭
がコーディネーターとしての役割を果たせるよう、教師のメン
タルへルスや学校カウンセリングについて理解を深める。特
にスクールカウンセラーとの連携について取り上げ、今後、関
係各機関との滑な連携を通して、養護教諭の健康相談活動
をどう推進するべきかを考察する。

小坂守孝（人間福祉学部准教授）
西山薫（人間福祉学部教授）
稲田尚史　（人間福祉学部教授）
作原ひとみ（短期大学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58326号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
養護実践における連携とコーディ
ネート

養護実践において重要な連携について考え、また養護教諭
がコーディネーターとしての役割を果たせるよう、教師のメン
タルへルスや学校カウンセリングについて理解を深める。特
にスクールカウンセラーとの連携について取り上げ、今後、関
係各機関との滑な連携を通して、養護教諭の健康相談活動
をどう推進するべきかを考察する。

小坂守孝（人間福祉学部准教授）
西山薫（人間福祉学部教授）
稲田尚史　（人間福祉学部教授）
作原ひとみ（短期大学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58327号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学
養護実践における連携とコーディ
ネート

養護実践において重要な連携について考え、また養護教諭
がコーディネーターとしての役割を果たせるよう、教師のメン
タルへルスや学校カウンセリングについて理解を深める。特
にスクールカウンセラーとの連携について取り上げ、今後、関
係各機関との滑な連携を通して、養護教諭の健康相談活動
をどう推進するべきかを考察する。

小坂守孝（人間福祉学部准教授）
西山薫（人間福祉学部教授）
稲田尚史　（人間福祉学部教授）
作原ひとみ（短期大学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58328号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 養護実践演習

養護実践を「児童・生徒等の心身の健康の保持増進をはかる
ために目的を持って意識的に行う力であり、実践の教育的価
値を省察し熟考する力である」と捉え、改めて生活習慣と健
康について学び、困難を抱える子どもへの支援について考察
を深め、実際に事例検討を行う中で省察する。演習を通して
学ぶことにより、今後、子どもへの支援をどう展開するか具体
的に把握することができる。

佐々木　浩子（人間福祉学部教授）
飯田　昭人（人間福祉学部講師）
今野　洋子（人間福祉学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月5日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58329号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 養護実践演習

養護実践を「児童・生徒等の心身の健康の保持増進をはかる
ために目的を持って意識的に行う力であり、実践の教育的価
値を省察し熟考する力である」と捉え、改めて生活習慣と健
康について学び、困難を抱える子どもへの支援について考察
を深め、実際に事例検討を行う中で省察する。演習を通して
学ぶことにより、今後、子どもへの支援をどう展開するか具体
的に把握することができる。

佐々木　浩子（人間福祉学部教授）
飯田　昭人（人間福祉学部講師）
今野　洋子（人間福祉学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月6日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58330号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

北翔大学 養護実践演習

養護実践を「児童・生徒等の心身の健康の保持増進をはかる
ために目的を持って意識的に行う力であり、実践の教育的価
値を省察し熟考する力である」と捉え、改めて生活習慣と健
康について学び、困難を抱える子どもへの支援について考察
を深め、実際に事例検討を行う中で省察する。演習を通して
学ぶことにより、今後、子どもへの支援をどう展開するか具体
的に把握することができる。

佐々木　浩子（人間福祉学部教授）
飯田　昭人（人間福祉学部講師）
今野　洋子（人間福祉学部教授）

北海道江別市 6時間 平成21年8月7日 養護教諭 　養護教諭 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30014-
58331号

011-387-3618
http://www.hokusho-
u.ac.jp

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　「保育現場での質を高める」「保育の役割を広く深める」の２
つの事項について理解と実践をふり返り、応用力をつけ保育
現場における現代的な課題に関する知識と理解を得ることを
目指す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた
内容としている。

山田　りよ子（藤女子大学人間生活学部准教授）
拓殖　純一（札幌大谷大学短期大学部保育科准
教授）
伏見　千悦子（札幌国際大学短期大学部幼児教
育保育学科講師）

北海道札幌市 6時間 平成21年7月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58196号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園の役割を広め深める

　「保育現場での質を高める」「保育の役割を広く深める」の２
つの事項について理解と実践をふり返り、応用力をつけ保育
現場における現代的な課題に関する知識と理解を得ることを
目指す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた
内容としている。

芝木　捷子（なかのしま幼稚園園長、札幌国際大
学短期大学部非常勤講師）
吉田　耕一郎（北見北光幼稚園園長、北翔大学
非常勤講師、帯広大谷短期大学非常勤講師）
内山　隆（札幌国際大学短期大学部幼児教育保
育学科教授）

北海道札幌市 6時間 平成21年7月29日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58197号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　「保育現場での質を高める」「保育の役割を広く深める」の２
つの事項について理解と実践をふり返り、応用力をつけ保育
現場における現代的な課題に関する知識と理解を得ることを
目指す。また、午前中は公開保育園において保育研究を行う
など、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた内容として
いる。

土門　裕之（拓殖大学北海道短期大学保育課教
授（学科長））

北海道岩見沢
市

6時間 平成21年8月29日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年7月1日～
平成21年7月15日

平21-
81345-
58198号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  「ことば遊びを楽しむ」「輝く子どもの未来づくり－健康と生活
を考える－」をテーマに、＜言葉＞と＜健康＞の面から、子ど
もの生活と発達の援助を考える。すぐに実行できるアイデア
や手軽にできる遊びを交えて講習をすすめ、幼児の指導に生
かせる知識・技能の習得を目指す。

外崎充子（八戸短期大学教授幼児保育学科長）
前橋　明（早稲田大学人間科学学術院健康福祉
科学科教授）

青森県青森市 6時間 平成21年8月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58189号

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

岩手県教育委員
会

小学校教科外①

　小学校教諭の経験や年齢に応じて求められるマネジメント
力について、それらが必要とされる背景と基本的事項を理解
し、実際の教育活動の場においてどのように活用していくか
を考察する。また、受講者のニーズに応じて、家庭・地域連
携、情報モラルの指導に関わる内容を取り入れ、指導や実践
の具体に触れながら、自己の教育課題の解決を図る。

三浦隆（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
高橋ひさ子（盛岡市立土淵小学校長）
及川晃貴（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
安部広一（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
齊藤義宏（岩手県立総合教育センター研修指導主事)
紺野仁司（宮古市立千徳小学校長）
平政光（盛岡市立本宮小学校校長）
野口晃男（盛岡大学非常勤講師）

岩手県花巻市 6時間 平成21年8月3日 教諭 小学校教諭 0円 190人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58105号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

小学校教科外②

　小学校教諭の経験や年齢に応じて求められるマネジメント
力について、それらが必要とされる背景と基本的事項を理解
し、実際の教育活動の場においてどのように活用していくか
を考察する。また、受講者のニーズに応じて、家庭・地域連
携、情報モラルの指導に関わる内容を取り入れ、指導や実践
の具体に触れながら、自己の教育課題の解決を図る。

三浦隆（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
高橋ひさ子（盛岡市立土淵小学校長)
奥田昌夫（岩手県立総合教育センター研修指導主事)
石川修司（岩手県立総合教育センター研修指導主事)
齊藤義宏（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
紺野仁司（宮古市立千徳小学校長)
平政光（盛岡市立本宮小学校長）
松川邦夫（盛岡市教育研究所教育相談員）

岩手県花巻市 6時間 平成22年1月12日 教諭 小学校教諭 0円 190人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58106号

019-629-6122
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

小学校教科①

　小学校教諭が各教科を指導している現状を踏まえ、社会、
理科、生活、音楽、図工、家庭、体育の各教科の特性や、学
習指導要領改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方を確
認する。さらに、演習や実験、実技を通して各教科の専門的
な指導内容の理解を深め、授業改善の具体策を考察する。

朝倉啓二（岩手県教育委員会奥州教育事務所主任指
導主事）
前川岳詩（岩手県教育委員会大船渡教育事務所指導
主事）
菅原尚志（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
高橋剛（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
村上弘（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
茂庭隆彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鈴木敏彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
加藤  均（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主
事）
阿部あずさ（岩手県教育委員会花巻教育事務所指導
主事）
髙橋恵美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
八木橋信也（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導
主事）
阿部真由子（岩手県立総合教育センター研修指導主
事）
福士幸雄（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
佐々木江里子（岩手県教育委員会奥州教育事務所主
任指導主事）
盛島寛（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導
主事兼主任保健体育主事）
細川佳紀（岩手県教育委員会花巻教育事務所指導主
事兼保健体育主事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

教諭 小学校教諭 0円 190人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58107号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

岩手県教育委員
会

小学校教科②

　小学校教諭が各教科を指導している現状を踏まえ、社会、
理科、生活、音楽、図工、家庭、体育の各教科の特性や、学
習指導要領改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方を確
認する。さらに、演習や実験、実技を通して各教科の専門的
な指導内容の理解を深め、授業改善の具体策を考察する。

朝倉啓二（岩手県教育委員会奥州教育事務所主任指
導主事）
前川岳詩（岩手県教育委員会大船渡教育事務所指導
主事）
菅原尚志（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
高橋剛（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
村上弘（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
茂庭隆彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鈴木敏彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
加藤均（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主
事）
阿部あずさ（岩手県教育委員会花巻教育事務所指導
主事）
髙橋恵美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
武藤美由紀（岩手県教育委員会釜石教育事務所指導
主事）
阿部真由子（岩手県立総合教育センター研修指導主
事）
福士幸雄（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
佐々木江里子（岩手県教育委員会奥州教育事務所主
任指導主事）
盛島寛（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導
主事兼主任保健体育主事）
細川佳紀（岩手県教育委員会花巻教育事務所指導主
事兼保健体育主事）

岩手県花巻市 12時間
平成22年1月13日～
平成22年1月14日

教諭 小学校教諭 0円 190人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58108号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科外

  問題行動の対応と未然防止、情報モラルの指導、新学習指
導要領の趣旨を踏まえた道徳教育に関する内容から二つを
選択し、指導上の課題を分析するとともに、指導改善の具体
策を考察する。さらに、経験や年齢に応じて身に付けたいマ
ネジメント力に関わる基本的事項を理解し、実際の教育活動
の場においてどのように活用していくかを考察する。

藤平敦（国立教育政策研究所生徒指導研究センター
総括研究官）
及川晃貴（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
三田正巳（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
林泰成（上越教育大学教授）
佐藤進（岩手町立川口中学校長）
侘美淳（紫波町立紫波第一中学校長）
八重樫勝（岩手県教育委員会委員)

岩手県花巻市 6時間 平成21年7月31日 教諭 中学校教諭 0円 230人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58109号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　国語

  中学校国語科指導の課題と改善点を分析するとともに、国
語科学習指導の基礎的事項を確認し、学習指導要領改訂の
趣旨と内容に沿った指導改善の具体と指導計画作成のポイ
ントを考察する。また、試案の作成を通して、「活用」を意識し
た授業づくりの具体を把握する。さらに、中学校国語科におけ
る書写指導のポイントを確認し、指導改善の具体を考察す
る。

藤岡宏章（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
岡田安生（元盛岡市立上田中学校校長）
八重樫勝（岩手県教育委員会委員）
玉澤友基（岩手大学教授）
藤井知弘（岩手大学教授）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（国
語）

0円 27人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58110号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　社会

   中学校社会科の授業において、表面的な知識定着重視の
授業、生徒の意欲が置き去りにされている授業が少なくない
という現状を踏まえ、生徒の学習意欲を高め、知識技能のみ
ならず、思考力・判断力・表現力を重視し、社会科としての学
力を総合的に身に付けるための授業の在り方を考察する。

今野日出晴（岩手大学教授）
藤澤秀雄（盛岡大学教授）
澁澤文隆（信州大学教授）
佐藤亥壱（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
飯岡竜太郎（岩手県教育委員会学校教育室指導主
事）
松岡聡（岩手県教育委員会盛岡教育事務所主任指導
主事）
盛島徹（岩手県教育委員会北上教育事務所指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（社
会）

0円 31人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58111号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　数学

  各種調査結果や学習指導要領改訂の趣旨に沿った数学科
教育の在り方の考察を通して、中学校数学の授業改善に資
する。また、算数科・数学科における小中学校の滑な接続を
図る授業づくりについても考察する。さらに、「習得」と「活用」
を意識した授業の在り方についての理解を深める。

立花正男（岩手大学准教授）
伊藤好男（盛岡市立上田中学校校長）
本田正弘（遠野市教育委員会指導協力員）
阿部久幸（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
佐藤精晋（岩手県教育委員会盛岡教育事務所主任指
導主事）
吉川健次（滝沢村教育委員会指導協力員)

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（数
学）

0円 31人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58112号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　理科

  学習指導要領改訂の趣旨に沿った理科教育の在り方を考
察することによって、中学校理科の授業改善の視点を理解す
る。また、物理・化学・生物・地学各領域の講義や観察・実験
を通して、理科担当教師として身に付けたい専門的な技能と
理科指導の基本を把握する。

菊池広親（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
高木浩一（岩手大学准教授）
菅原尚志（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
茂庭隆彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（理
科）

0円 27人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58113号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

岩手県教育委員
会

中学校教科　英語

  学習指導要領改訂の趣旨に沿った英語科教育の在り方を
理解し、授業の改善に資する。また、授業の組み立て、授業
展開の方法など、英語科の指導に関わる基本的事項を理解
する。さらに、指導計画と評価問題に関する講義と演習を通し
て、指導と評価の一体化を図る授業の在り方を考察する。

三浦隆（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
岩泉康喜（紫波町立紫波第二中学校長）
木村利光（北上市立江釣子中学校長）
菅正隆（大阪樟蔭女子大学教授）
村野井仁（東北学院大学教授）
千田幸範（一関市立一関中学校副校長）
鈴木俊行（一関市立桜町中学校副校長）
小野寺哲男（岩手県教育委員会学校教育室指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（英
語）

0円 35人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58114号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　保健体育

  保健体育科指導の基本的事項と学習指導要領改訂の趣旨
を確認することによって、体力・運動能力を高め、運動に親し
む生徒を育成する授業の在り方を考察する。また、指導と評
価の一体化を図る指導の在り方と授業視聴とそれに関わる
ワークショップを通して、授業改善の具体を考察する。さらに、
保健分野の授業形態と授業展開の工夫による授業の充実に
ついて考察する。

西郷晃（岩手県教育委員会スポーツ健康課指導主事
兼保健体育主事）
佐保豊（R-body projectアスレティックトレーナー）
千田幸喜（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主
事兼保健体育主事）
高橋健夫（日本体育大学大学院教授）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（保健
体育）

0円 28人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58115号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　技術

　 新学習指導要領における4つの内容（材料と加工に関する
技術、エネルギー変換に関する技術、情報に関する技術、生
物育成に関する技術）に関する最新の技術科指導の動向の
把握と、実態に即した知識と技能の修得を通して、具体的な
授業改善の在り方について考察する。

井上祥史（岩手大学教授）
田中稔（岩手大学教授）
伊藤俊也（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
金澤俊成（岩手大学准教授）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（技
術）

0円 11人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58116号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　家庭

　新しい学習指導要領における4つの内容（家族と家庭生活、
食生活、衣生活、住生活）に関連する最新の家庭科指導の動
向の把握と、家庭科指導の実態に即し、今後必要とされる知
識と技能の修得を通して、具体的な授業改善の在り方を考察
する。

渡瀬典子（岩手大学准教授）
阿部あずさ（岩手県教育委員会花巻教育事務所指導
主事）
高橋恵美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
長澤由喜子（岩手大学教授）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（家
庭）

0円 9人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58117号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校教科　音楽

   これまでの音楽科の授業の在り方について振り返り、成果
や課題を明らかにするとともに、学習指導要領に示されてい
る基礎・基本の定着を図る音楽科の学習指導について、目指
す学力と観点別学習状況評価の進め方、及び歌唱や器楽の
実技・演習を通して考察する。

福士幸雄（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
萬司（札幌市立真駒内中学校教諭）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校教諭（音
楽）

0円 22人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58118号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校・高等学校教科　美術

　新学習指導要領に基づいたこれからの中学校及び高等学
校の美術教育について、中高連携をふまえて考察するととも
に、美術館を利用した鑑賞の指導の進め方や、教材開発の
具体、映像メディア表現の指導法などの実践を通して指導の
改善に資する。

齊藤眞理子（盛岡市立黒石野中学校副校長）
加藤均（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主
事）
天間保幸（岩手県教育委員会久慈教育事務所指導主
事）
煤孫康二（岩手大学准教授）
本村健太（岩手大学准教授）

岩手県盛岡市 12時間
平成21年7月29日～
平成21年7月30日

教諭
中学校・高等学校
教諭（美術）

0円 8人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58119号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校　教科外①

　経験や年齢に応じて身に付けたいマネジメント力に関わる
基本的事項を理解し、実際の教育活動の場においてどのよう
に活用していくかを考察する。さらに、キャリア教育、情報モラ
ル教育、不登校生徒への対処法、教育活動と教育法規に関
する内容から一つを選択し、指導上の課題を分析するととも
に、指導改善の具体策を考察する。

夏井敬雄（岩手県立黒沢尻北高等学校副校長）
工藤昌雄（岩手県立釜石商工高等学校校長）
井上節夫（岩手県立盛岡第三高等学校校長）
渡辺三枝子（筑波大学特任教授キャリア教育室長）
及川晃貴（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
安部広一（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
佐藤一也（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
金澤純三（開善塾教育相談研究所所長）
山形守平（岩手県教育委員会教職員課主任経営指導
主事）

岩手県花巻市 6時間 平成21年8月18日 教諭 高等学校教諭 0円 150人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58120号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　国語

  学習指導要領改訂の趣旨や内容を理解し、学校が抱える
問題・課題に学習指導要領の観点からどのようにアプローチ
できるのか実例を挙げて考察する。また、ＰＩＳＡ型読解力を
育成する視点も取り入れながら、授業改善の具体を考察す
る。さらに、創作などの演習も取り入れながら表現のおもしろ
さや奥深さに触れ、国語の「言語活動」についての理解を深
める。

中島新（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
熊谷和浩（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鶴田清司（都留文科大学教授）
菅原桂吾（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
櫂美知子（俳人）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（国
語）

0円 27人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58121号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

岩手県教育委員
会

高等学校教科　地理歴史・公民

　地理歴史科と公民科の学習指導要領の改訂の趣旨や内容
の講義を位置づけ、社会科としての基本的な指導の在り方を
確認する。また、学習指導要領に基づく授業の改善につい
て、読解力と言語能力の育成の視点や、地域の先哲を題材
にした教材開発の進め方を通して考察する。さらに、日々の
授業を充実させるための社会科教師の在り方を多様な視点
から捉える。

三浦立（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
佐々木和哉（岩手県教育委員会学校教育室主任指導
主事）
佐藤淳一（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
時田里志（岩手県立博物館主任専門学芸員）
村上育朗（岩手県立大船渡高等学校教頭兼主任指導
教諭）
加藤章（上越教育大学理事）
千葉仁一（盛岡市先人記念館館長）
佐々木幸寿（東京学芸大学准教授）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（地
理歴史・公民）

0円 25人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58122号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　数学

　 学習指導要領改訂の趣旨や内容について、数学的活動・
コミュニケーションをキーワードに分析するとともに、数学科の
授業を通して生徒にはぐくむ資質や能力を見つめ直す。ま
た、自らの授業実践を分析し協議することを通して、授業改
善の視点を考察する。さらに、数学的活動を重視した教材を
共同で作成することを通して、自ら授業改善を図ろうとする意
欲とスキルを高める。

岩井昭（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
新井紀子（国立情報学研究所教授）
佐伯幸雄（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
山田浩和（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
高屋敷一博（岩手県立総合教育センター研修指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（数
学）

0円 26人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58123号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　理科

　 学習指導要領の改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各
学校の実情を踏まえた適切な教育課程の編成を考察する。
また、生徒の興味関心を高め、学習内容の定着を図る教材
開発や指導法について、実験や演習を通して考察する。さら
に、第一線の研究者の研究内容に触れるとともに、分野毎の
講義と演習を通して、理科教師としての専門性を身に付け
る。

木村克則（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
高橋匡之（岩手県立水沢高等学校教頭）
齋藤理一郎（東北大学教授）
村上弘（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
菅原尚志（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
茂庭隆彦（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
藤原忠雄（岩手県立総合教育センター所長）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（理
科）

0円 22人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58124号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　英語

　 学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実情を踏まえた適切な教育課程を編成し、学習指導要
領に示された教科・科目の目標を実現するために、現代の英
語教育指導法やテスティング理論と実践などの評価法を学
び、日々の英語教育に反映できる最新の英語教育法を身に
付ける。

須川和紀（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
上柿剛（岩手県総合教育センター研修指導主事）
吉田研作（上智大学教授）
渡部良典（上智大学教授）
寒河江和広（岩手県教育委員会学校教育室指導主
事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（英
語）

0円 25人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58125号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　保健体育

　 学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実態を踏まえた適切な教育課程の編成について考察す
る。また、指導と評価の一体化の基本的な考え方を理解する
ともに、評価規準の在り方を考察する。さらに、体育の授業実
践の視聴と協議、および生徒の実践力を高める保健の学習
指導の工夫を考察により、保健体育科の授業改善の具体を
把握する。

荒木田光孝（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任
指導主事兼主任保健体育主事）
白井美佐枝（日本スポーツ振興センター仙台支所長）
渡部基（北海道教育大学准教授）
高橋健夫（日本体育大学大学院教授）
横田昭彦（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指
導主事兼主任保健体育主事）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（保
健体育）

0円 23人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58126号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　家庭

　 学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各科
目の目標を実現するために、評価の基本的事項を確認した
り、演習による実際の指導法を体験したりして、日々の授業
に活かすことのできる家庭科の指導改善について考察する。
また、学校家庭クラブの指導実践を通して、生徒の実践力を
高める指導の在り方を考察する。また、県内の消費者教育の
実情と課題をもとに、消費者教育のあり方についての知見を
広げる。

太田優子（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
高橋恵美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
渡瀬典子（岩手大学准教授）
佐藤玲子（元岩手県立岩谷堂農林高等学校校長）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（家
庭）

0円 10人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58127号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　農業

   学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実状を踏まえた適切な教育課程を編成の在り方につい
て考察する。また、農業教育の中で大きなウエイトを占める
「プロジェクト学習法」の理論と実践力を身に付け、指導改善
の具体を把握するとともに、農業情勢の理解とより高度な農
業技術と技能を習得する。

菊池郁聡（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
伊五沢正光（岩手県立農業大学校校長）
小野剛志（岩手県立農業大学校教授）
高橋嘉雄（岩手県立花巻農業高等学校校長）
佐々木壽（宮城県河南高等学校校長）

岩手県金ヶ崎
町

12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（農
業）

0円 9人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58128号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

高等学校教科　工業

   企業から工業教育に対し、技能検定の習得や技能の育成
が求められていることを考慮し、機械（技能検定2級旋盤作業
程度）と電気（技能検定2級電気機器程度）を中心に実習の指
導に関する内容を意図的に位置づけながら、講義と実技を通
して、工業教育担当教員としての技能育成に関する指導力向
上を図る。

細川誠（岩手県教育委員会学校教育室指導主事）
浅沼孝夫（岩手県立千厩高等学校副校長）
丹野浩一（一関高等専門学校校長）
伊藤俊也（岩手県立総合教育センター研修指導主事）

岩手県北上市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（工
業）

0円 16人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58129号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3
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平成２１年度（第５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

岩手県教育委員
会

高等学校教科　商業

　 学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実状と生徒の実態および産業社会の進展を考慮して、
実習を取り入れながら実践的な商業教育の在り方を考察す
る。また、学習指導要領の各科目の目標や内容に応じた指
導の在り方について考察し、授業改善に資する。

高橋正浩（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
田中耕之助（岩手県立久慈東高等学校副校長）
菅原一志（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
渋谷正行（情報教育研究所代表）

岩手県花巻市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
高等学校教諭（商
業）

0円 7人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58130号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

特別支援学校　教科外①

　インクルージョンを視野に入れたこれからの特別支援教育
の中で、特別支援学校の果たす役割が問われてくることか
ら、地域のニーズを理解し支援するという視点から考察する。
また、年齢に応じて身に付けたいマネジメントに関わる基本
的事項を理解し、実際の教育活動の場における活用につい
て考察する。

村上由則（宮城教育大学教授）
名古屋恒彦（岩手大学教授）
石田豊（富士大学教授）
大南英明（国立特別支援教育総合研究所監事）

岩手県花巻市 6時間 平成21年7月29日 教諭
特別支援学校教
諭

0円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58131号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

特別支援学校　教科・領域

  特別支援学校の教科・領域をあわせた指導の実際は学校、
学部の違いにより様々である。そこで、教科・領域を合わせた
指導のねらいや方法について整理し、児童生徒の実態とねら
い対応した授業づくりの在り方を、実践事例や指導計画の研
究協議等を通して考察する。

宮﨑眞（岩手大学教授）
嶋野重行（盛岡大学准教授）
佐藤匡仁（岩手県立大学講師）

岩手県花巻市 12時間
平成21年7月30日～
平成21年7月31日

教諭
特別支援学校教
諭（教科・領域）

0円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58132号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

養護教諭　専門①

　以下の視点について講義や演習・実技を通して養護教諭と
しての専門性を高める。①養護教諭の職務と保健室経営②
症状の的確な養護診断と医療に関する知識・技能③学校保
健推進のためのマネジメント能力、コーチング能力、プレゼン
テーション能力④健康教育推進の実践力⑤保健室来室の児
童生徒に接した際の心の健康問題と身体症状に関する知識
理解、アセスメント能力、カウンセリング能力⑥校内連携構築
のためのマネジメント能力

中村誠子（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中下玲子（岩手県教育委員会スポーツ健康課指導主
事兼保健体育主事）
高橋浩之（千葉大学教授）
竹﨑登喜江（岩手県立大学教授）

岩手県花巻市 18時間
平成21年7月29日～
平成21年7月31日

養護教諭 養護教諭 0円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58133号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

養護教諭　専門②

　以下の視点について講義や演習・実技を通して養護教諭と
しての専門性を高める。①養護教諭の職務と保健室経営②
症状の的確な養護診断と医療に関する知識・技能③学校保
健推進のためのマネジメント能力、コーチング能力、プレゼン
テーション能力④健康教育推進の実践力⑤保健室来室の児
童生徒に接した際の心の健康問題と身体症状に関する知識
理解、アセスメント能力、カウンセリング能力⑥校内連携構築
のためのマネジメント能力

中村誠子（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中下玲子（岩手県教育委員会スポーツ健康課指導主
事兼保健体育主事）
数見隆生（宮城教育大学教授）
中村泰子（八王子市立南大沢中学校主幹養護教諭）

岩手県花巻市 18時間
平成22年1月12日～
平成22年1月14日

養護教諭 養護教諭 0円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58134号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

岩手県教育委員
会

中学校、高等学校、特別支援学校
教科外②

　経験や年齢に応じて身に付けたいマネジメント力に関わる
基本的事項を理解し、実際の教育活動の場においてどのよう
に活用していくかを考察する。さらに、キャリア教育、情報モラ
ル教育、不登校生徒への対処法、不登校生徒への対処法、
教育活動と教育法規に関する内容から一つを選択し、指導上
の課題を分析するとともに、指導改善の具体策を考察する。

佐藤亥壱（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
及川晃行（岩手県立花巻農業高等学校副校長）
牧野和男（岩手県教育委員会学校教育室主任指導主
事）
佐々木淳（岩手県教育委員会学校教育室産業教育担
当課長）
及川晃貴（岩手県立総合教育センター主任研修指導
主事）
石川修司（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鈴木長幸（岩手県教育委員会学校教育室特別支援教
育担当課長）
佐藤淳子（岩手県教育委員会学校教育室生徒指導担
当課長）
山形守平（岩手県教育委員会教職員課主任経営指導
主事）

岩手県花巻市 6時間 平成22年1月7日 教諭
中学校教諭、高等
学校教諭、特別支
援学校教諭

0円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
50003-
58135号

019-629-6121
http://www.pref.iwate.jp
/info.rbz?nd=86&ik=3

宮城教育大学
ESD・生物多様性セミナー　田ん
ぼの生物多様性と湿地のワイズ
ユースを持続可能教育に活かす

ESD教育（持続発展教育）の概念について基礎的な事項を学
び確認する。また、国内の多くのESD実践事例について、理
解を深める。特に生物多様性について、国家戦略の観点や、
生態系サービスなどの多様性の維持と人間が受ける恩恵の
観点からこれを学ぶ。また、教材としての田んぼの生物多様
性と、地域の持続的発展のための湿地のワイズユースを学
ぶ。

島野智之（環境教育実践研究センター准教授） 宮城県大崎市 6時間 平成21年7月12日 教諭
高校・中学校・小
学校　教諭　全科
目

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月21日

平21-
10011-
58136号

022-214-3642
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/

宮城教育大学
サテライトESDセミナー　環境倫理
を考える

現代世界の緊急問題である環境倫理についての講習であ
る。環境をめぐる倫理的問題及び諸思想を考察するが、ESD
教育及び生物多様性問題との関連に留意する。そのため教
科横断的な講習となり、学校種も問わない。広く環境教育に
関心のある教員の積極的な参加を期待する。

太田直道（教育学部教授）
島野智之（環境教育実践研究センター准教授）

宮城県気仙沼
市

6時間 平成21年8月4日 教諭 全校種教諭 6,000円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10011-
58137号

022-214-3642
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/

宮城教育大学
サテライトESDセミナー　ESD教育
と教育臨床

ESD教育（持続発展教育）の概念について基礎的な事項を学
び確認し、環境教育ではないESD教育を理解する。国内の多
くのESD実践事例について、具体的理解を深め考察する。ま
た、教育臨床分野での教授法等について、授業研究などにつ
いて掘り下げる。

本間明信（教育臨床研究センター長）
吉村敏之（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻准教授）
島野智之（環境教育実践研究センター准教授）

宮城県気仙沼
市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

教諭
高校・中学校・小
学校(全教科)教員

12,000円 60人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10011-
58138号

022-214-3642
http://www1.miyakyo-
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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

宮城教育大学
サテライトESDセミナー　ESD教育
と幼児教育

ESD教育（持続発展教育）の概念について基礎的な事項を学
び確認し、環境教育とESD教育の違いを理解する。国内の多
くのESD実践事例について、具体的理解を深め考察する。ま
た、幼児教育についてESD教育と関連を配慮しながら掘り下
げる。

本間明信（教育臨床研究センター長）
吉村敏之（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻准教授）
伊藤順子（教育学部教授）
島野智之（環境教育実践研究センター准教授）

宮城県気仙沼
市

12時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

教諭 幼稚園教諭 12,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10011-
58139号

022-214-3642
http://www1.miyakyo-
u.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　①幼児期の発達の基盤となる人間関係②幼児期の対人関
係と自我の発達③３～６歳児の仲間関係の特徴と集団づくり
④特別な配慮を要する子供の仲間関係と保育⑤ルソーと自
然⑥ペスタロッチと保育者⑦フレーベルと遊び⑧倉橋惣三と
幼児教育

杉山　弘子（尚絅学院大学女子短期大学部教
授）
東　義也（尚絅学院大学女子短期大学部准教
授）

宮城県仙台市 6時間 平成21年7月26日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58185号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　①幼児期における運動能力の発達特性を、実際の測定
データを基に解説する。また、近年の幼児の運動能力の低下
の現状とそれにまつわる健康上の問題点を示すとともに、健
康で丈夫な身体を作るための運動処方の視点や方法につい
て述べる②幼稚園教育要領に示された健康な心と体を育て
るための食育の推進③幼児の食の現状分析とその背景に応
じた食育のあり方④家庭地域との連携

郷司　文男（宮城学院女子大学教授）
朝倉　清（東北生活文化大学短期大学部教授）

宮城県仙台市 6時間 平成21年8月22日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58187号

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

福島大学 理科セミナー（小学校教員向け）

新学習指導要領が改訂され、小学校理科は基礎的・基本的
な知識技能の定着のため、科学の基本的な見方や概念を柱
に学習内容が３区分から２区分へと再構成された。本講座で
は、再構成された学習内容を具体化するための教材開発や
指導の新たな試みについて、教材作成や演習等を通して具
体的に学ぶことができる。また、科学を学ぶことの意義や有
用性の実感及び科学への関心を高める新しい理科教育の展
望、理科を推進する教師の専門性の在り方について多面的
に学ぶことができる。

渡邊　明（共生システム理工学類教授）
熊田　晴彦（前福島大学総合教育研究センター
客員准教授）
佐久間　裕晴（川俣小学校長）

福島県福島市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小・中・高理科担
当教員

6,000円 50人
平成21年6月16日～平
成21年7月3日

平21-
10014-
58271号

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

国立青少年教育
振興機構

「体験活動を核とした学習指導力
の向上」（国立那須甲子青少年自
然の家）

「教科指導、生徒指導その他の教育の充実に関する事項」
（選択１８時間）について、新学習指導要領の内容等の理解、
なすかしの森のフィールドにおける自然体験活動をとおした
学習指導や学級づくりの基礎的な指導法・指導技術を身につ
けるための講義・演習を行う。

工藤　文三（国立教育政策研究所初等中等教育
研究部　部長）
小林　貴史（東京造形大学　准教授）
中畑　満（福島県西白河郡泉崎村立泉崎幼稚園
園長）
藤田　克彦（福島県白河市教育委員会委員長）
佐藤　修（国立那須甲子青少年自然の家　所長）
進藤　哲也（国立那須甲子青少年自然の家　次
長）
箭内　貞男（国立那須甲子青少年自然の家　事
業推進室長）
西野　浩章（国立那須甲子青少年自然の家　企
画指導専門職）

福島県西白河
郡西郷村

18時間
平成21年8月18日～
平成21年8月20日

教諭 小学校教諭 21,870円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
70025-
58173号

0248-36-2331
http://nasukashi.niye.go
.jp/

国立青少年教育
振興機構

「学級経営・生徒指導に生かす体
験活動」（国立磐梯青少年交流の
家）

体験学習の理論と実践を核として、野外炊事やキャンプファ
イヤー・たき火、オリエンテーリングといった体験活動を通じ、
体験活動の必要性について一層の理解を深めると共に、体
験活動の指導技術を習得し、学級経営や生徒指導に生かす
ことのできる講習を展開する。

渡邊　健治（大正大学　教授）
佐藤　修　（国立那須甲子青少年自然の家　所
長）
佐藤典祐（国立磐梯青少年交流の家　主任企画
指導専門職）
遠山宗利（国立磐梯青少年交流の家　企画指導
専門職）
百瀬篤志（国立磐梯青少年交流の家　企画指導
専門職）
茂呂輝夫（国立磐梯青少年交流の家　企画指導
専門職）
安齋　敦（国立磐梯青少年交流の家　企画指導
専門職）

福島県耶麻郡
猪苗代町

18時間
平成21年9月19日～
平成21年9月21日

教諭 小学校教諭 21,900円 40人
平成21年6月19日～
平成21年8月19日

平21-
70025-
58174号

0242-62-2530 http://bandai.niye.go.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園の役割を広め深める

  幼稚園教諭を受講対象者とする。教育要領と指導計画から
園内のリーダーとしての計画・記録・評価の指導について、実
践的な内容を元に考察する。また、園の方針を明確に伝える
技術や幼稚園運営における父母の会の活動のあり方などを
考察することにより、保護者とのコミュニケーションや保護者
の気持ちの受け止め方を通して家庭援助論の理解を深め
る。

柴崎　正行（大妻女子大学教授）
兵頭　惠子（冨士見幼稚園主任）

福島県福島市 6時間 平成21年8月18日 教諭 幼稚園教諭 7,500円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58194号

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

つくば国際短期大
学

「音楽指導法」及び「幼児造形表
現の発達と指導法」

・幼児期の心身の発達を踏まえながら、子どもが 音楽リズム
の領域「うたう」「ひく」「うごく」「きく」「つくる」ことを相互に関連
しつつ《音楽をする》ことで、「情動」が刺激され快の感情が豊
かに育まれる為の音楽指導法について考える。
・幼児期の造形表現の発達段階を踏まえながら、教員はどの
ような援助をしていけばよいのか、子どもを取り巻く造形的環
境とは何なのか、幼児教育の視覚表現(パネルシアターなど)
にも触れながら、講義や演習を通して考える。

公文征子(保育科教授)
出地章道(保育科准教授)

茨城県土浦市 6時間 平成21年8月3日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35045-
58093号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tijc
/
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平成２１年度（第５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

つくば国際短期大
学

「保育カウンセリング」及び「地域
の子育て支援の理論と実践」

・子ども一人一人に、また、親に対して適切にかかわるために
カウンセリングの理論を学ぶ。その上で、カウンセリングの技
法のひとつである「傾聴」をロールプレイ体験を通して心得
え、人の話を聴ける保育者を目指す。
・現代の子育て事情を踏まえた上で、子育て支援の意義と目
指すところを認識する。さらに、子育て支援のあり方を考え
る。その上で、子育て支援の視点から親にどう対応するとよ
いか、事例研究を通してその実践を学ぶ。

浅野房雄(保育科教授) 茨城県土浦市 6時間 平成21年8月4日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35045-
58094号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tijc
/

つくば国際短期大
学

「学びの共同体としての幼稚園づ
くり」及び「幼稚園教育目標の達成
のために」

・子どもたちが学び育ち合い，教師たちが学び育ち合い，親た
ちも幼稚園の教育活動に参加して学び合う「学びの共同体と
しての幼稚園づくり」を，イタリアのレッジョ・エミリヤ市の幼児
学校等を考察し，これからの幼稚園づくりの在り方について
追究する。
・幼稚園において、「こんな子供を育てます」と明確にすること
と、保護者や地域に宣言することは、幼稚園教育目標を達成
する上で重要な要素となり、その設定・評価等について理解
し、実践できる力を養う。

岩本泰則(保育科准教授)
根本攻(保育科准教授)

茨城県土浦市 6時間 平成21年8月5日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35045-
58095号

029-821-6125
http://www.ktt.ac.jp/tijc
/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　①日頃の保育について、振り返りの方法を具体的な事例を
もとに考察し、自己の教育観を省察する②より質の高い保育
者をめざすためには、どのような視点で、どのような分析を
し、自己評価をするのか、その方法を学ぶ。

浅野　房雄（つくば国際短期大学保育科教授） 茨城県つくば市 6時間 平成21年7月30日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58184号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　①幼児の心身の発達をふまえ，食育について現状を考察
し，指導のあり方，実践方法について学ぶ②幼児の育ちに大
きくかかわる環境について考え、社会環境、家庭環境の変化
による、食生活や、睡眠時間の質の変化に伴う生活習慣病
の予防や、健康について学ぶ。

平野　千秋（つくば国際大学栄養学部学科長） 茨城県つくば市 6時間 平成21年7月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58186号

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

国際医療福祉大
学

特別支援教育における保健・医
療・福祉専門職の活用Ⅰ

①視覚障害教育、②聴覚障害教育、③言語障害教育におい
てそれぞれの障害に配慮した教育に寄与できる関連専門職
（医師・視能訓練士・言語聴覚士）の役割・機能を理解するこ
とによって、児童・生徒への効果的な支援の実現に向けた視
点の習得を目的とします。

新井田　孝裕（保健医療学部教授）
小町　祐子（保健医療学部講師）
小渕　千絵（保健医療学部講師）
畦上　恭彦（保健医療学部准教授）

栃木県大田原
市

6時間 平成21年10月24日
教諭
養護教諭

全教員 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年8月30日

平21-
30062-
58168号

0287-24-3000 http://www.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大
学

特別支援教育における保健・医
療・福祉専門職の活用Ⅱ

①知的障害教育、②情緒障害教育、③LD、ADHD教育にお
いてそれぞれの障害に配慮した教育に寄与できる関連専門
職（社会福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・言語聴覚士）
の役割・機能を理解することによって、児童・生徒への効果的
な支援の実現に向けた視点の習得を目的とします。

松永　千惠子（医療福祉学部准教授）
谷口　敬道（保健医療学部教授）
遠藤　重典（保健医療学部講師）

栃木県大田原
市

6時間 平成21年10月31日
教諭
養護教諭

全教員 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年8月30日

平21-
30062-
58169号

0287-24-3000 http://www.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大
学

特別支援教育における保健・医
療・福祉専門職の活用Ⅲ

①肢体不自由教育、②病弱・身体虚弱教育においてそれぞ
れの障害に配慮した教育に寄与できる関連専門職（理学療
法士・作業療法士・看護師）の役割・機能を理解することに
よって、児童・生徒への効果的な支援の実現に向けた視点の
習得を目的とします。

倉本アフジャ　亜美（保健医療学部助教）
谷口　敬道（保健医療学部教授）
世良　喜子（保健医療学部准教授）

栃木県大田原
市

6時間 平成21年11月7日
教諭
養護教諭

全教員 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年8月30日

平21-
30062-
58170号

0287-24-3000 http://www.iuhw.ac.jp/

新島学園短期大
学

魅力あるキリスト教保育を考える

聖書に基づく保育を考える。
聖書個所から子ども対象の聖話を作成し発表を行う。
さらに、ゴスペルマジックを使って子どもに聖書のメッセージを
伝える方法を学ぶ。

渡邊　哲也（コミュニティ子ども学科教授） 群馬県高崎市 6時間 平成21年8月18日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
58050号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

生活・あそびの中の体育

子どもの体力、運動能力の低下が問題視されている。
子どもに身につけさせたい動きはどのようなものか、それらを
日常生活やあそびの中で身につけさせていくには、どのよう
な援助が必要かを学ぶ。

窪　康之（コミュニティ子ども学科准教授） 群馬県高崎市 6時間 平成21年10月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
58051号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

古典文学の世界を読み味わう
平安文学の情感表現の特色や、豊かな色彩感覚などを学ん
でいきます。

渡邊　淳子（コミュニティ子ども学科教授） 群馬県高崎市 6時間 平成21年10月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
58052号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

領域「表現」のための音楽講座

子どもをとりまく音環境を概観し、生活の中での一人ひとりの
音楽表現活動を適切に見守るための視点を養う。
また、子どもの豊かな感性や表現力、創造性をはぐくんでいく
為の歌唱表現や器楽実技についても取り扱う。

澤田　まゆみ（コミュニティ子ども学科専任講師） 群馬県高崎市 6時間 平成21年10月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
58053号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

新島学園短期大
学

保育と幼児の造形活動

講義や演習を通して幼児の造形活動の意義やその役割に関
する理解を深め保育の実践力の向上を図るとともに、美術教
育の視点から今後、必要となる「映像メディア表現」の可能性
や教材化についても学ぶ。

宮野　周（コミュニティ子ども学科専任講師） 群馬県高崎市 6時間 平成21年10月31日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 25人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
35063-
58054号

027-326-1155 http://www.niitan.jp/

明和学園短期大
学

幼稚園教育要領を読み解く

幼稚園教育要領に基づいた保育の在り方を考えることを中心
に、遊びの中で育てるという幼児教育の基本をどのように実
践していくかといった、３～５歳児の発達に応じた援助の在り
方を考える。さらに、幼児や保護者とのかかわりの基本にな
るカウンセリングマインドを生かしたかかわりについて理解を
深める。また、絵本への理解を深め保育に取り入れる方法を
学ぶ。

田子　文子（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月3日 教諭 幼稚園 6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58337号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

暮らしに役立つ理科知識

家庭生活の中では、気づかないところに科学の先端技術が
使われている。子どもたちにとってはもちろん、親にとっても
理解するのが難しいことに、理科離れの一因があると考えら
れる。そこでより簡単に原理的な内容で、暮らしの中に活かさ
れている理科現象を捉え、知的好奇心を養えるような教材を
選び、実験を交えた講習にしたい。

武藤　政美（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月3日 教諭
小学校・中学校
（理科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58338号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

明和学園短期大
学

発達障害児の理解と対応（基礎）

幼稚園や学校現場において、特別な配慮が必要とされる「気
になる子ども」が増えている。本講座では、自閉症、アスペル
ガー症候群、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）をはじめとする
軽度発達障害児について、障害特性、かかわり方のポイント
等について解説する。また、これらの子どもたちが示す「気に
なる・困った行動」の見方として、機能分析の考え方を学び、
適切な行動を育む配慮や工夫、支援ができる能力を身に付
ける。

井上　暁子（生活学科講師） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月4日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校（家庭科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58339号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

体育遊び、リズム遊びの理解と実
践

近頃の子供達は、運動能力、特に筋力の低下とリズム感の
低下がいちじるしいと感じる。すぐ友達とぶつかってしまった
り、しっかり立つなどの姿勢の維持が出来なくなっている。本
講座では人間形成として「遊び」は大切なものであるとの観点
から、教諭自らも楽しみながら、柔軟運動、年齢別リズム遊
び、鬼ごっこ、マット、とび箱、平均台、ボール、なわとび、フー
プなど道具を使った体育遊びなどにチャレンジする。

金井　憲子（生活学科講師） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月5日 教諭 幼稚園・小学校 6,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58340号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

少子高齢化時代の子育て

近年、日本における少子高齢化は社会的に大きな課題となっ
ている。本講座では、少子高齢化とは何か、その諸問題と社
会、家庭への影響について考えるとともに、日本及び諸外国
での少子化対策及び子育て支援の変遷と現状を把握する。
さらに、少子高齢化時代の子育ての課題と展望及び社会の
役割について考える。

塩澤　恵美（生活学科講師） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校（家庭科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58341号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

身近な食品衛生
食品衛生学実験を通して食品衛生の実態を学ぶ。食品中の
細菌検査、洗剤の残留実験、食品添加物の検出実験などの
実験から食品衛生の現状と課題について考える。

堀口　恵子（生活学科教授） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校・中学校
（家庭科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58342号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

食物アレルギーについて

近年、アレルギー疾患をもつ人が増加しています。なかでも
食物アレルギーは、生命を支える食生活に制限がかかり、特
に子どもの場合は栄養のかたよりや友達と同じ料理が食べら
れないストレスから、心身の発達や成長を妨げる心配があり
ます。食物アレルギーが起こる仕組みや症状、食事療法など
を理解し、心のケアを含め、よりよい教育活動を支援する資
質を養います。

木村　祐美（生活学科講師） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校・中学校
（家庭科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58343号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

環境と健康

環境問題は今や我々一人一人の問題として捉える必要があ
る。環境汚染の現状を知るとともに、健康との関係について
化学の立場から考える。内容については以下の題目を取り上
げていく予定である。①内容としては化学物質過敏症と環境
汚染の問題、②環境ホルモン及びダイオキシンについて、③
地球温暖化についての対策と問題点、④水質汚染と大気汚
染、⑤人体と感染症を扱う。

森　健治（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月9日 教諭
小学校・中学校
（理科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58344号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

明和学園短期大
学

郷土史から歴史を考える

歴史は人間が生きた軌跡であり、各地域史の総体が日本史
全体を形づくっているといえる。本講座では、古代史から近現
代史にかけて、群馬県の歴史に焦点をあて、地域史が日本
史全体の動きにどのように関わっているのか、地域史を歴史
の授業にどのように活かしていけるのかといった点について
考える。

川原　秀夫（生活学科准教授） 群馬県前橋市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校・中学校
（社会科）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年7月17日

平21-
35064-
58345号

027-231-8286
http://www.hirakatagak
uen.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　教育要領の改訂にあたり、自園の教育課程のあり方を見直
し、より教育要領に沿った内容の教育課程に編纂していくこと
が重要である。そのために具体的な編纂の方法や書き方な
どを学び自園へ持ち帰る。また、幼小連携について学びの時
間を持ち、教育事務所、小学校教諭、幼稚園教諭を交えて幼
小連携について話し合う。そのことにより幼稚園での保育内
容を省察し幼児の学びについて深めていく。

柳　晋（育英短期大学准教授）
平田　智久（十文字大学女子大学人間生活学部
児童幼児教育学科教授）
高梨　珪子（東京未来大学教授）

群馬県渋川市 6時間
平成21年8月17日～
平成21年8月18日

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

平21-
81345-
58195号

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

武蔵丘短期大学 連携・一貫教育の現在

この講習では、小中一貫教育、中高一貫教育を扱う。これら
の教育施策を生み出した社会的背景を探り、そのカリキュラ
ム上の特徴を概説する。そこから一貫教育カリキュラムの長
短を考察する。(安藤担当分）
中高一貫教育を主たる対象に、一貫教育が社会からどのよう
なニーズを求められているのかについて、具体的な資料から
検討する。（高橋担当分）

安藤　福光（健康生活学科講師）
高橋　勇一（健康生活学科准教授）

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58261号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
健康・体力づくりのための行動医
科学的手法

健康・体力づくりのために運動や食事等の大切さ知っている
が、実際に習慣化している子どもは案外少ない。本講習で
は、これを無理なく解決するための“行動科学”を応用した手
法などについて簡単に解説する。

碓井　外幸（健康生活学科教授）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58262号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
健康づくり＆競技スポーツと栄養・
食事

現在の小、中、高校生に多くみられる「やせ」「肥満」など健康
上の問題や競技（クラブ活動）としてスポーツを行なっている
際に特有の問題と栄養・食事のかかわり、その具体的な改善
策について解説する。

堀川　昭子（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58263号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 運動を科学的に捉える

体育とは、「身体活動（運動）を通じた教育」と理解されてき
た。最近では、学校体育に生涯スポーツの準備としての意識
も含まれつつある。本実習では、運動（身体活動、動作）を客
観的に測定し、これを基礎として、身体や運動の仕組み、健
康やスポーツの技能向上について考える。

玉木　啓一（健康生活学科准教授）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月25日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58264号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp
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平成２１年度（第５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

武蔵丘短期大学
グループエクササイズ指導法（エ
アロビクス）

運動プログラムの中で必要な準備運動、コンディショニング、
有酸素運動、クールダウンを目的に合わせて、リズミカルな
親しみやすい楽曲に振付したプログラムを覚えて、日々の指
導に生かすことができるようにする。指導の循環を意識しなが
ら、声かけ、コミュニケーションスキルなど集団指導にとって
必要で大切なスキルを楽しんで、体験しながら学ぶ。

池田　美知子（健康生活学科非常勤講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月25日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58265号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 サッカー

【講義】午前は、学校教育における女子サッカーの普及を図
る方法を検討するため、サッカーの創生・語源からルールに
ついての解説を皮切りに、女子体育におけるサッカーの重要
性や意義を講義する。
【実技】午後は、芝のグラウンドにおいて本学女子サッカー部
とともに実技講習を行ない、まとめとしてミニサッカーの試合
を楽しみながら、学校教育における女子サッカーの可能性を
経験する。

河合　一武（健康生活学科教授）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月25日 教諭
小学校教諭、中学
校保健体育科教
諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58266号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 食の科学と健康

中学校保健体育の学習内容にもなっている「飲酒と健康」に
ついての講義および簡単な実験を行うとともに、本学学生実
験で実際に行っているアルコール分解能に関する遺伝学的
な実験についても触れる。（茗荷担当分）
現在、味覚異常者が急増している。人間が食を摂取する入口
としての味覚について、わかりやすい理論と実験（味覚体験）
を交えながら進める。（永島担当）

茗荷　尚史（健康生活学科教授）
永島　伸浩（健康生活学科教授）

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月25日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58267号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
運動部員の心理をマネジメントす
る

担当講師の専門分野は、臨床スポーツ心理学です。運動部
員が抱える様々な心理的問題の中から、次のようなテーマを
取り上げて解説させて頂きます。１．自己実現を果たすために
有用な心理的手法　２．重大な怪我や病気に対する心理的対
処法　３．あがりや不安への対処法　４．バーンアウトに落ち
入らせないために　５．ティームビルディングのための留意点
６．集団への適応感規定因　以上ですが、部員と関わる際の
ヒントとして頂ければ幸いです。

桂　和仁(健康生活学科准教授）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月26日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58268号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学 トレーナーとしてのスキルを高める

スポーツにおける外傷障害の知識を再確認し、その予防方法
としてのアイシング、ストレッチ、テーピングの基本を学ぶとと
もに外傷・障害発生後の簡単なアスレティックリハビリテー
ションの方法も実習する（受講の際は、動きやすい短パン、T
シャツ、インドアシューズ、タオルを持参してください）。

長畑　芳仁（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月26日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58269号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

武蔵丘短期大学
特別活動としてのレクリエーション
ゲーム

この講義は、指導要領に示されている特別活動の『望ましい
集団活動』を中心にすすめる。特に学級活動の場面におい
て、児童生徒に対して集団や社会の一員としての個人につい
て考えさせるための教材として、レクリエーションゲームに代
表される課題解決ゲームを取り上げる。ゲームを実際に体験
するこをとおして、日常の教育実践で簡易に実施できる方法
を検討する。

福島　邦男（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成21年8月26日 教諭
小学校教諭、中学
校・高等学校保健
体育科教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
35076-
58270号

0493-54-5101
http://www.musashigao
ka.ac.jp

東邦大学

地域の教育リソースを活用しよう
～千葉県立現代産業科学館で科
学の原理、科学の歴史、最先端技
術を学ぶ～

講義は、「科学館の役割」「科学館と学校の連携」について行
います。実習は、科学館内の展示や実習を見学と体験しても
らい、児童生徒に伝える方法を構想する課題に取り組んでも
らいます。
なお、講義と実習は現代産業科学館内で行いますので、学校
で現代産業科学館を使う場合の使い方もわかります。

畑中　敏伸（理学部教養科　准教授）
山田　常雄（理学部教員養成課程非常勤講師）

千葉県市川市 6時間 平成21年11月1日 教諭
小・中・高等学校
教諭

6,000円 20人
平成21年7月16日～
平成21年7月27日

平21-
30208-
58247号

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

千葉明徳短期大
学

保育における「遊び」の問い直し

幼稚園教育要領では、幼児の自発的な活動である「遊び」を
通した総合的な指導の重要性が強調されている。本講習で
は、事例を通して、「遊び」とは何かを改めて見つめ直し、そ
の中での幼児の様々な発見や学びを考える。さらに、保育者
として幼児の「遊び」場面をどのように理解し、援助していくの
か問い直しを行う。

由田　新（教授）
小久保　圭一郎（講師）

千葉県千葉市 6時間 平成21年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
35086-
58224号

043-265-1613
http://www.chibameitok
u.ac.jp/tandai.html

千葉明徳短期大
学

保育における「表現」の問い直し

子どもの表現とは一体なんだろうか？　保育者自身の表現
は？　そもそも“表現”というのは？　子どもと、大人と、表現
者と呼ばれる人の違いは？　これらのことを問い直しながら、
自らの表現を形作ることを試みる。ワークショップ形式で行
う。

深谷　ベルタ（准教授） 千葉県千葉市 6時間 平成21年8月22日 教諭 幼稚園教諭 6,500円 30人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
35086-
58225号

043-265-1613
http://www.chibameitok
u.ac.jp/tandai.html

千葉明徳短期大
学

幼稚園における子育て支援を考
える

新しい幼稚園教育要領では、教育課程に係る教育時間の終
了後に行う教育活動についての項目が設けられ預かり保育・
子育て支援の充実が求められることとなった。これらの活動
を既に実施している園も多いが、子どもたちにとって、親たち
にとって、どのようなあり方が必要なのか、内容の充実をめざ
して、具体的な実践を例として、改めて考える。

石井　章仁（講師）
副島　民惠（准教授）
箙　光夫（学長）

千葉県千葉市 6時間 平成21年8月23日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
35086-
58226号

043-265-1613
http://www.chibameitok
u.ac.jp/tandai.html

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（千葉県
立中央博物館）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では、「野草検索装置と野草カードを用
いた植物野外観察」を体験する。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

千葉県千葉市 6時間 平成21年8月3日 教諭
小学校教員、中学
校理科教員

6,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月15日

平21-
70013-
58038号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html
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筑波大学
特別支援学校理療科教育の最新
事情

　特別支援学校（視覚）における理療（鍼灸マッサージ）に関
する専門科目を中心に、医学、体育科学、鍼灸学などの立場
から講義し、最新の知識・技術の習得を目指します。また、理
療科教育における今日的な教育課題についての理解を深め
ることを目指します。
　なお、本講習は、平成21年度自立教科等担当教員（理療）
講習会（主催：文科省、筑波大学）を兼ねます。

田中喜代次（大学院人間総合科学研究科教授）
吉川恵士（大学院人間総合科学研究科准教授）
宮本俊和（大学大学院人間総合科学研究科准
教授）
金森章浩（大学院人間総合科学研究科講師）
関戸哲利（大学院人間総合科学研究科講師）
濱田　淳（大学院人間総合科学研究科講師）
泉　重樹（法政大学スポーツ健康学部講師）
吉田道広（文部科学省初等中等教育局特別支
援教育課特別支援教育調査官）

東京都文京区 24時間
平成21年７月21日～
平成21年７月24日

教諭
特別支援学校理
療科担当教員

0円 60人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10016-
58055号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinkou
syu/index.html

東京海洋大学 商船学・海洋工学の最新事情Ⅰ

商船学・海洋工学における近年の主要な成果のうち、高等学
校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知
識・技能の修得をめざす。航海分野では、最近の「船の構造
の変化」と「船の性能向上」について取り上げる。機関分野で
は、ポンプ・油圧装置・冷凍機をはじめとする舶用補助機械に
ついて取り上げる。講義のほか、受講者数によっては調査・
実習を含むことがある。

庄司　邦昭（海洋工学部教授）
藤田　稔彦（海洋工学部教授）

東京都江東区 6時間 平成21年8月26日 教諭

高等学校教科「商
船」の免許を有す
る現職教員
（実習教諭及び実
習助手を含む。）

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
58236号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

東京海洋大学 商船学・海洋工学の最新事情Ⅱ

商船学・海洋工学における近年の主要な成果のうち、高等学
校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知識･
技能の修得を目指す。航海分野では、燃料消費量削減を実
現する船舶の最適航路選定について取り上げる。機関分野
では、環境とエネルギーに関する問題を取り上げる。講義の
ほか、受講者数によっては実験等を含めることがある。

庄司　るり（海洋工学部講師）
刑部　真弘（海洋工学部教授）

東京都江東区 6時間 平成21年8月27日 教諭

高等学校教科「商
船」の免許を有す
る現職教員
（実習教諭及び実
習助手を含む。）

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
58237号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

東京海洋大学 水産学・海洋科学の最新事情Ⅰ

水産学・海洋科学における近年の主要な成果から、高等学校
教科「水産」の授業内容と関連の深い事項について、知識･技
能の修得を目指す。講習内容は、「食品冷凍科学の基礎」
「水産バイオマスを利用したエタノール生産」「鯨類の多様性
と資源生態」「食品加工の観点から見た水産資源の有効利
用」の各項目について取り上げる。

鈴木　徹（海洋科学部教授）
浦野　直人（海洋科学部教授）
加藤　秀弘（海洋科学部教授）
大迫　一史（海洋科学部准教授）

東京都港区 6時間 平成21年8月26日 教諭

高等学校教科「水
産」の免許を有す
る現職教員
（実習教諭及び実
習助手を含む。）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
58238号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

東京海洋大学 水産学・海洋科学の最新事情Ⅱ

水産学・海洋科学における近年の成果のうち、高等学校教科
「水産」の授業内容に関連のある項目について、知識･技能の
修得を目指す。取り上げる項目は、「種苗生産の最新事情」
「自然との協調を目指す漁業生産技術」「栽培漁業の遺伝的
影響」「日本における魚介類に因る食物アレルギー」である。

竹内　俊郎（理事・副学長）
稲田　博史（海洋科学部准教授）
北田　修一（海洋科学部教授）
嶋倉　邦嘉（海洋科学部助教）

東京都港区 6時間 平成21年8月27日 教諭

高等学校教科「水
産」の免許を有す
る現職教員
（実習教諭及び実
習助手を含む。）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
58239号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

東京海洋大学 水産・海洋系教育の最新事情

水産・海洋系高等学校における専門教育に関する最新事情
についての理解を深めることを目指す。前半では、教科「水
産」の「水産海洋基礎」「水産海洋科学」の各科目の教材研究
として、「海中の光と濁り：その生物への影響」「今なぜサンゴ
の保全再生が必要なのか」を取り上げる。後半では、平成21
年版高等学校学習指導要領を踏まえ、「水産教育の現状と課
題」について取り上げる。

荒川　久幸（海洋科学部准教授）
岡本　峰雄（海洋科学部准教授）
瀧田　雅樹（国立教育政策研究所教育課程研究
センター教育課程調査官）

東京都港区 6時間 平成21年8月28日 教諭

高等学校教科「水
産」又は「商船」の
免許を有する現職
教員
（実習教諭及び実
習助手を含む。）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
10029-
58240号

03-5463-4245
http://www.kaiyodai.ac.j
p/

お茶の水女子大
学

素粒子と宇宙

素粒子と宇宙に関するわれわれの理解がどこまで進んだか
を、最新の理論と最新の実験と観測をもとに解説する。余裕
があれば、昨年度ノーベル物理学賞を受賞された南部陽一
郎博士の業績について解説する。

菅本　晶夫（大学院人間文化創成科学研究科
教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
中・高数学または
理科教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58059号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

小学校理科実験力の養成

小学校理科で学ぶ観察・実験において、授業で実際に使える
指導法を実習を通して学ぶ。新指導要領における新単元や、
苦手に感じる人が多いテーマ（電気、安全管理など）につい
て、取り上げる。

千葉　和義（大学院人間文化創成科学研究科
教授）
宮本　康司（サイエンス＆エデュケーションセン
ター　講師）

東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭 小学校 6,000円 24人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58060号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

保育の比較文化論

幼稚園と小学校の連携の取り組みが各地でなされるように
なっている中、幼小の両者を視野にいれて発達過程をとらえ
る視点が重視されるようになってきている。本講習では、この
ような視点に立ちながら、幼小の関係について各国の在り方
を比較し、文化的背景を探る。

大戸　美也子（チャイルドケアアンドエデュケー
ション講座　教授）
高濱　裕子（人間文化創成科学研究科　教授）
小玉　亮子（人間文化創成科学研究科　准教授）
塩崎　美穂（教育研究特設センター　講師）

東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
幼稚園及び小学
校教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58061号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

家族を考える

社会変動と家族の変化、そして現代家族の多様性について、
政治学・社会学・法学的アプローチにより多角的に解明する
視点を学ぶ。また、ケア（子育て、高齢者介護等）や国際化
（家族と国籍、国際結婚等）など、現代家族が直面する今日
的問題の実態と背景について詳細に講ずることにより、授業
内容をより豊かなものにすることに資する。なお、家政学の成
立過程とその今日的意義についても講ずる予定である。

杉田　孝夫（人間文化創成科学研究科　教授）
藤崎　宏子（人間文化創成科学研究科　教授）
小谷　眞男（人間文化創成科学研究科　准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭
小・中・高校教諭
（主に家庭科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58062号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

13 / 32 ページ

http://www.tsukuba.ac.jp/community/kyouinkousyu/index.html�
http://www.ocha.ac.jp/�
http://www.ocha.ac.jp/�
http://www.ocha.ac.jp/�
http://www.ocha.ac.jp/�
http://www.kaiyodai.ac.jp/�
http://www.kaiyodai.ac.jp/�
http://www.kaiyodai.ac.jp/�
http://www.kaiyodai.ac.jp/�
http://www.kaiyodai.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

お茶の水女子大
学

中国言語文化の諸問題

中国語を教授する際、また日本古典(とくに漢文)を講じる時
に、弁えておくべき文化的背景を、最新の知見をふまえて通
覧することを目的とする。具体的には、日本語や英語との比
較対照を通じて浮かび上がる中国語の特質、近代国家成立
期以降、「国語」のひとつとして形成されてきた中国語の諸
相、中国語を表記する文字の特性と歴史的変遷、過去にお
ける文化的精華としての漢詩・漢文等、をその講習内容とす
る。

宮尾　正樹（人間文化創成科学研究科　教授）
伊藤　美重子（人間文化創成科学研究科　准教
授）
和田　英信（人間文化創成科学研究科　准教授）
伊藤　さとみ（人間文化創成科学研究科　准教
授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
中・高　国語科ま
たは中国語科教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58063号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

音楽学

西洋音楽史と民族音楽学の新しい研究を中心にして音楽学
の流れを概観しながら、近年の音楽の多様化に対する考え
方を検討する。とくに西洋音楽史では、バロック以前の単旋
律聖歌やポリフォニーによる音楽について考察し、また民族
音楽学の様々な視点や方法を通じて、文化表象としての音楽
を捉えることをめざす。

永原　恵三（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間
平成21年8月3日、平成
21年8月7日

教諭
小・中・高校教諭
（音楽）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58064号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

国際関係論

　グローバリゼーションの進む現代世界において、国家の基
本構造が大きく揺らいでいる。理論研究と実証研究を往復し
ながら、現代の国際関係の変容を動態的に学ぶことが目標
である。とりわけ、暴力の発動がどのように規制されてきたか
を考察する。これは、国家アクターに対し、国際機関、NGO、
多国籍企業などの非国家アクターが台頭する舞台が形成さ
れてきた状況を明らかにすることでもある。この中から、ナショ
ナリズムを脱構築し、地球市民として活動する展望を考えた
い。

小林　誠（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
小・中・高校教諭
（社会）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58065号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

英語授業研究
高等学校の英語授業で四技能を伸ばす方法について考えま
す。また、新学習指導要領の「英語で授業を行う」方法につい
てあわせて考えます。

浅見　道明（附属高等学校　教諭） 東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校及び高等
学校英語教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58066号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

音声指導の実際及び英語教材研
究

英語の発音指導の初歩的な理論と実践について解説しま
す。さらに，高等学校上級リーディング教材を例に，教材研究
の実際についても併せて紹介する予定です。

中津川　義浩（附属高等学校　教諭） 東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
中学校及び高等
学校英語教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58067号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

中・高等学校数学科の理論・方法
論・評価

学習指導要領の趣旨や経緯を知り、中学校・高等学校の数
学科の教科内容から特定の教材を用いて、その背景となる
数学理論を学ぶ。それをいかに授業として形にするか。その
方法を、指導目標の設定、指導計画、指導案などの実習体
験して身につける。また、指導後の評価をどのようにすると良
いか。その基本的な考え方を学ぶ。これらを基にその他の教
材も同様に指導法のレベルアップを図る。

沖山　義光（東京学芸大学　非常勤講師） 東京都文京区 6時間 平成21年8月3日 教諭
中学校及び高等
学校数学教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58068号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

リズムとパターンの化学

非平衡系の現象の理解は、平衡系の理解延長にあり、その
内容は本来は大学院において行われるものであるが、一方
で、その特徴的な現象として自発的なリズムやパターンの発
生があり、親しみのあるものである。本授業ではこれらの実験
を実際に示しながら授業を行うが、同時に受講者と本授業の
組み立てに関して議論を行う。

森　義仁（人間文化創成科学研究科　准教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
理科教諭（小・中・
高）

6,000円 24人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58069号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

幼児理解とその方法

教師は、幼児の主体的な活動が確保されるよう保育環境を
計画的に構成するうえで、幼児一人一人の行動を的確に理
解する必要がある（幼稚園教育要領）。本講義では、ビデオ
や写真を活用しつつ記録作業や他の受講者とのディスカッ
ションを行うワークショップを組み込み、受講者一人一人の視
点や経験と、他者との協同的な解釈作業とが、相互触発的に
幼児理解をはぐくむプロセスを捉えその意義を考えていく。

大戸　美也子（チャイルドケアアンドエデュケー
ション講座　教授）
柴坂　寿子（人間文化創成科学研究科　准教授）
浜口　順子（人間文化創成科学研究科　准教授）
刑部　育子（人間文化創成科学研究科　准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
幼稚園・小学校教
諭及び中学校・高
校教諭（家庭科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58070号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

日本音楽

日本の伝統音楽のなかでも、雅楽、能狂言、三曲（地歌・箏
曲・尺八）の音楽を中心に取り上げ、その歴史と現状を考察
する。具体的には、楽器や視聴覚資料を使用し、演奏法およ
び発声法、リズム、音階、伝統的な教授法等について考えて
いく。また、声を用いた簡単な体験学習も取り入れる予定にし
ている。

福田　千絵（文教育学部　非常勤講師） 東京都文京区 6時間
平成21年8月4日、平成
21年8月6日

教諭
小・中・高校教諭
（音楽）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58071号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

演奏解釈論
ピアノあるいは声楽のいずれかを選択の上、受講してくださ
い。受講生の希望に応じた実技指導を行います。あわせて、
近年の演奏における新しい潮流についての概説も行います。

林　廣子（人間文化創成科学研究科　教授）
小坂　圭太（人間文化創成科学研究科　准教授）

東京都文京区 6時間
平成21年8月4日、平成
21年8月5日

教諭
小・中・高校教諭
（音楽）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58072号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

日本語・日本文学研究の現在

文学も語学も時代ともに関心や方法が変化します。たとえば
文学作品一つをとっても、作者情報にとどまらず、ある時代や
地域の価値観や生活習慣、世界観との関わり、読者や発表
の場の影響なども考慮するようになってきました。日本語も同
様です。また女性の地位向上ともに、女性作家が発掘された
り、ジェンダーの考え方が文学の読みや談話分析に必要不
可欠になりました。こうした新しい関心や方法について、古典
文学、近代文学、日本語学の三分野からお伝えします。

平野　由紀子（人間文化創成科学研究科　教授）
高崎　みどり（人間文化創成科学研究科　教授）
大塚　常樹（人間文化創成科学研究科　教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学・高校国語科
教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58073号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

少子高齢社会の政策課題と将来
展望－－キャリア支援、介護、医
療を中心に

少子高齢社会への対応に関する政策課題について、特に
キャリア支援、介護保険、医療保障に関わる課題を中心に、
これまでの政策展開と現状を概観し、今後の展望を考える。
単なる制度の解説や短期的な課題の指摘にとどまらず、課題
を分析する視点や枠組みに重点をおいて講義を行う。

平岡　公一（人間文化創成科学研究科　教授）
永瀬　伸子（人間文化創成科学研究科　教授）
大森　正博（人間文化創成科学研究科　准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
中学校・高校教諭
（社会科、家庭科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58074号

03-5978-5141 http://www.ocha.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

お茶の水女子大
学

植物バイオテクノロジー

植物バイオテクノロジー研究の現状を正しく理解するために
は、植物細胞の特徴と植物固有の生命現象について知る必
要がある。本講習では、植物生理学の視点から植物バイオテ
クノロジーの基礎と応用について解説する。

加藤　美砂子（人間文化創成科学研究科　准教
授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学・高校理科教
諭

6,000円 24人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58075号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

服飾文化論

ヨーロッパの服飾文化史は、近年、心性史として大きな進展
をみた。ファッションがひとの精神生活と社会生活にどのよう
に関わってきたのか、新たな知見を歴史的事象に基付いて述
べる。また日本服飾史の具体的事例をとりあげて、日本人が
服飾にいかにこまやかな感情を抱いてきたかをみる。今日の
衣生活を歴史的視野で理解することは、新たな生活の創造
性を育てる上で必要である。

徳井　淑子（人間文化創成科学研究科　教授）
吉村　佳子（人間文化創成科学研究科　准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月5日 教諭
小・中・高校教諭
（主に家庭科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58076号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

縄紋土器を作る

縄紋土器の復元実験を経て得られた成果を元に、縄紋土器
の製作に関する講義と、縄紋の紋様の復元を通じて縄紋時
代の人々の生活に迫る。縄紋土器の用途、製作法、縄紋の
施紋法、を主題とする。

鷹野　光行（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月5日 教諭
小・中・高校教諭
（社会）

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58077号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

音楽形式論

バロック期からロマン派までの音楽における主要な曲種と形
式について、その形態の歴史的変化を各時代の音楽様式と
の関りの中で考察する。それを通じて、音楽形式の理解、及
び、音楽の諸時代様式を把握することを目標とする。

近藤　譲（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間
平成21年8月5日、平成
21年8月6日

教諭
小・中・高校教諭
（音楽）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58078号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

発達障害入門

発達障害（注意欠陥多動性障害、自閉症、アスペルガー症候
群、学習障害）の行動特徴と原因について最新知見特に脳
科学研究による知見を交えて説明する。また、学校（幼稚園）
のおける個々の発達障害の見立て（診断）と、具体的な対応
方法について概説する。

榊原　洋一（子ども発達教育研究センター　教
授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月5日
教諭・養
護教諭

全ての学校種の
教員

6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58079号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

環境の在り方と教師の援助につい
て

幼稚園教育要領の第１章総則にあるように、幼稚園教育の基
本は幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うということにあ
る。子どもたちが幼稚園の中で自分らしさを発揮し生き生きと
遊ぶようになるための環境の在り方と教師の援助について、
実際の体験から学ぶ。園庭の自然観察や心理劇など体験を
通して感じ取ったことをもととして、幼児理解及び環境理解を
深め、援助のあり方について考察する。

宮里暁美(附属幼稚園副園長）
吉岡晶子（附属幼稚園教諭）
伊集院理子（附属幼稚園教諭）
上坂元絵里(附属幼稚園教諭）

東京都文京区 6時間 平成21年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58080号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

遺伝学の基礎　－遺伝子とゲノ
ムー

「DNA」や「ゲノム」という用語は，近年の遺伝学分野の急速な
進展にともなって，一般にも使われるようになってきた。学校
教育の場において，その理解を補うことは必須である。本講
習では， DNAと遺伝子，遺伝子とゲノム，それぞれの関係を
正しく把握し，ヒトゲノムに対しても理解を深めることをめざ
す。さらに，DNAに関する簡単な実験を行い，DNAを取り扱う
体験の機会とする。

松浦　悦子（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月6日 教諭 理科教諭（中・高） 6,000円 24人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58081号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

食物と栄養

食の安全に対する基本的な考え方と子供の食生活のあり方
という２つの観点から講習を行う。リスク分析とは何か、トラン
ス脂肪酸の問題点、食中毒を防止するにはどのような注意が
必要か、などについて説明する。また子供の食事が欧米化
し、それが原因で生活習慣病が増えたといわれているが、そ
れが正しいといえるかどうかをデータで示しながら考え、子供
の正しい食生活のありかたが指導できるようにする。

山本　茂（人間文化創成科学研究科　教授）
畑江　敬子（大妻女子大学　教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月4日 教諭
小・中・高校教諭
（主に家庭科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58082号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

英語A

第１部：言語教授法の歴史から始め、コミュニカティヴ言語教
育法(CLT)の現状までを紹介する。CLTの基本原理と理論
を、教室での応用例を示しながら解説する。第２部：言語学習
における個人差と動機。個人差の問題には、対言語適性、学
習嗜好、学習スタイル、戦術等が含まれる。また学習動機の
問題について多様な角度から議論を行う。

エドワード・シェイファー（人間文化創成科学研究
科　教授）
ダイアン・ホーリー・ナガトモ（人間文化創成科学
研究科准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校及び高等
学校英語教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58083号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

英語B

第１部：コーパス言語学の語学教育への応用。コーパス言語
学の歴史を概観するとともに、同言語学が言語教育のための
教材開発に及ぼす影響について解説する。教室での応用例
も紹介する。第２部：「話す」、「聴く」、「読む」、「書く」の４技能
教授法。技能本位の言語教育法について、理論・応用の両面
からディスカッションを行う。多様な実践例を紹介する。受講
者はグループワークへの参加を求められるであろう。

エドワード・シェイファー（人間文化創成科学研究
科　教授）
ダイアン・ホーリー・ナガトモ（人間文化創成科学
研究科准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校及び高等
学校英語教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58084号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

授業研究とリフレクション

授業研究が教員の能力開発として実施されているが、形骸化
されていることが多く、また授業者は授業後に批判の的にな
るなど、その後の授業の改善に活かされにくくなっている。こ
こではＤ・ショーンのリフレクション概念（参照、柳沢・三輪監
訳『省察的実践とは何か』2007年、鳳書房）をふまえ、リフレク
ションの意味、授業研究におけるリフレクションの活かし方、
授業とリフレクションの年間サイクル等について実例をふまえ
つつ検討したい。

三輪　建二（人間文化創成科学研究科教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼稚園・小学校教
諭及び中学校・高
校教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58085号

03-5978-5141 http://www.ocha.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

お茶の水女子大
学

情報科学の基礎と応用技術

本講義では、情報科学の基礎となる、コンピュータネットワー
ク技術、そのセキュリティに関する暗号論に関連する数理的
な解説、および、情報科学の応用技術となる人工知能論につ
いて概説を行う。各科目とも90分の講義を行い、その理解度
を評価するために30分の筆記試験を行う。

小口　正人（人間文化創成科学研究科教授）
小林　一郎（人間文化創成科学研究科准教授）
萩田　真理子（人間文化創成科学研究科准教
授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭
中・高数学または
理科教諭

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58086号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

数学的活動による教育

新学習指導要領では、算数・数学的活動を通して、算数・数
学を学ぶこととなっており、その活動の在り方の工夫が求め
られている。講習では、中学校や高校の数学的活動としてふ
さわしいと講習者が考える題材（和算から油分け算、百五減
算、他教科との関連として光路の作図など）について、一部は
受講者にも実際に活動を行い、理解してもらい、それぞれの
本務校で教材として活かせるようになることを目標としてい
る。

真島　秀行（人間文化創成科学研究科教授） 東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭 中・高数学科教諭 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58087号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

すまいと環境

人間の生活とすまいや環境との関係について学ぶ。普通だと
思っている身の回りのすまいも，実は社会や環境との深い関
わりのなかで成り立っている。住宅の間取りや設備、都市整
備のかかわる諸問題をとりあげ，生活と環境との関わりにつ
いて考える。さらに、生活に必須な因子としての水を多角的に
捉えることによって，生活と環境が密接に相互作用しているこ
とを実感させる．特に日本と世界の水事情を比較して，水環
境の考え方，接し方などを考える基になって貰いたい．

大瀧　雅寛（人間文化創成科学研究科准教授）
元岡　展久（人間文化創成科学研究科准教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭
中・高家庭科また
は理科教諭

6,000円 60人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58088号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

比較史からみたアジア
日本とアジア（中国、中東）の歴史を、地域間の交流と比較に
焦点をあてて見直すことにより、地域と時代を横断した歴史
教育の新しい視点を探る。

小風　秀雅（人間文化創成科学研究科教授）
岸本　美緒（人間文化創成科学研究科教授）
三浦　徹（人間文化創成科学研究科教授）

東京都文京区 6時間 平成21年8月7日 教諭

中学校教諭（社会
科）、高等学校教
諭（地歴科、公民
科）、小学校教諭

6,000円 80人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58089号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

お茶の水女子大
学

言語力＝論理力の教育（発達心
理学特別講義）

言語力＝論証論述力の育成をめぐる発達心理学の知見と実
践への応用について講ずる。人間発達の可塑性、PISA型読
解力、新学習指導要領への対応、英語活動の導入の意味な
どから子どもの発達を踏まえた教授活動について考察を進め
る。

内田　伸子（人間文化創成科学研究科　教授） 東京都文京区 6時間
平成21年8月4日、平成
21年8月7日

教諭 小・中・高校教諭 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
10030-
58090号

03-5978-5141 http://www.ocha.ac.jp/

東京女子医科大
学

子どもの発達における心と身体の
問題と支援

学童期は、生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活を送
るための基礎的な健康や体力をはぐくむ極めて重要な時期
にあります。同時に、さまざまな問題をかかえ始めるとともに、
大人になっていくことに対する理想と現実のギャップに悩みな
がら精神的、肉体的に大きく成長していく上で、人生の重要な
過渡期にもあります。この講習では、子どもが目の前の課題
について適切な行動が取れるような支援に向けて、心と身体
の特徴の理解、健康問題への支援を目指します。

久米　美代子(看護学部教授）
加茂　登志子(医学部教授）
小川　久貴子(看護学部准教授）
濱田　由紀　(看護学部講師）
小山　達也　（看護学部講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月24日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58241号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/

東京女子医科大
学

子どもの発達における心と身体の
問題と支援

学童期は、生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活を送
るための基礎的な健康や体力をはぐくむ極めて重要な時期
にあります。同時に、さまざまな問題をかかえ始めるとともに、
大人になっていくことに対する理想と現実のギャップに悩みな
がら精神的、肉体的に大きく成長していく上で、人生の重要な
過渡期にもあります。この講習では、子どもが目の前の課題
について適切な行動が取れるような支援に向けて、心と身体
の特徴の理解、健康問題への支援を目指します。

久米　美代子(看護学部教授）
加茂　登志子(医学部教授）
小川　久貴子(看護学部准教授）
濱田　由紀　(看護学部講師）
小山　達也　（看護学部講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月27日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58242号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/

東京女子医科大
学

現代の子どもの気になる症状の
理解と支援

現代は肥満やアレルギーなどの健康問題を抱えている子ど
もが増加し、メタボリックシンドロームや生活習慣病への移行
や成長・発達への悪影響などが危惧されております。本講習
では、子どものメタボリックシンドロームやアレルギー疾患な
どに関する最新の医療の状況とともに、その対応について学
びます。さらに、腎疾患や心臓病、糖尿病などの慢性疾患を
持つ子どもへの対応と医療と教育現場との連携について理
解を深めます。

杉原　茂孝(医学部教授）
伊藤　康　(医学部准講師）
小峯 真紀(医学部助教）
日沼　千尋(看護学部教授）
奥野　順子(看護学部講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月25日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58243号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/

東京女子医科大
学

現代の子どもの気になる症状の
理解と支援

現代は肥満やアレルギーなどの健康問題を抱えている子ど
もが増加し、メタボリックシンドロームや生活習慣病への移行
や成長・発達への悪影響などが危惧されております。本講習
では、子どものメタボリックシンドロームやアレルギー疾患な
どに関する最新の医療の状況とともに、その対応について学
びます。さらに、腎疾患や心臓病、糖尿病などの慢性疾患を
持つ子どもへの対応と医療と教育現場との連携について理
解を深めます。

杉原　茂孝(医学部教授）
伊藤　康　(医学部准講師）
小峯 真紀(医学部助教）
日沼　千尋(看護学部教授）
奥野　順子(看護学部講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月28日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58244号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/

東京女子医科大
学

子どもの救急と危機管理

学校における不慮の事故や、麻疹やインフルエンザの大流行
など、学校内の救急対応と感染症対策は大きな課題となって
おります。本講習では、学校安全や危機管理の立場から、子
どもや教職員の救急に対して、日常的な子どもの症状への対
応および、生命に関わる症状に対する基本的な救急処置の
考え方と方法を学びます。さらに、新型インフルエンザへの対
応を含め、集団感染を防止するための日常の感染対策と、集
団感染発生時の対応について理解を深めます。

日沼　千尋(看護学部教授）
矢口　有乃(医学部講師）
相野田　祐介（医学部助教）
大友　陽子(看護学部兼担講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月26日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58245号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/
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平成２１年度（第５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

東京女子医科大
学

子どもの救急と危機管理

学校における不慮の事故や、麻疹やインフルエンザの大流行
など、学校内の救急対応と感染症対策は大きな課題となって
おります。本講習では、学校安全や危機管理の立場から、子
どもや教職員の救急に対して、日常的な子どもの症状への対
応および、生命に関わる症状に対する基本的な救急処置の
考え方と方法を学びます。さらに、新型インフルエンザへの対
応を含め、集団感染を防止するための日常の感染対策と、集
団感染発生時の対応について理解を深めます。

日沼　千尋(看護学部教授）
矢口　有乃(医学部講師）
相野田　祐介（医学部助教）
大友　陽子(看護学部兼担講師）

東京都新宿区
河田町

6時間 平成21年8月29日
教諭
養護教諭

全教員 10,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30196-
58246号

03-3341-7317 http://www.twmu.ac.jp/

文化女子大学 装いの科学

日常生活で直面している衣生活の問題を、科学的・環境的な
視点から学ぶ
①最新の衣料洗浄と衣服管理に関する講義により、環境に
配慮した衣生活を学ぶ
②クールビズ・カーボンフットプリント等、環境対応型衣料の
開発と選択を学ぶ
③最新の衣料素材の開発、新素材を含む各種布地の性質と
特徴を学ぶ
④日本及びアジア各国の民族服の素材やデザインを学び、
生活環境に応じた衣生活の方法と、環境問題に配慮した衣
生活の方法を知り、文化の継承に関わる視点を持つ

田村照子（服装学部服装造形学科教授）
小柴朋子（服装学部服装造形学科教授）
米山雄二（服装学部服装造形学科教授）

東京都渋谷区 6時間 平成21年7月30日 教諭
小・中・高等学校
教諭（家庭科）

8,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月17日

平21-
30227-
58272号

03-3299-2340 http://bwu.bunka.ac.jp/

文化女子大学 和の衣生活文化と和装

和服に関する歴史から着装までを多角的に学ぶ
①日本の衣生活文化と歴史について文化学園服飾博物館所
蔵の実物を通して学習した後、所蔵品データベースから画像
情報を得て、授業内で活用できる方法を習得する
②男女の浴衣を用いた着装実習を通じ、日本の衣生活文化
に親しみ、和服の基本的な着装方法と着用後の手入れの一
環として、たたみ方の指導方法を学ぶ
③日常生活に必要とされる基本的な縫製技術によって製作
できる和風小物などの参考作品を示し、創作方法を学ぶ

大平光子（服装学部服装造形学科教授）
福田博美（服装学部服装社会学科准教授）
植木淑子（文化学園服飾博物館学芸室長）

東京都渋谷区 6時間 平成21年7月31日 教諭
小・中・高等学校
教諭（家庭科）

8,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月17日

平21-
30227-
58273号

03-3299-2340 http://bwu.bunka.ac.jp/

明治学院大学
現代社会における子どもの発達
的課題と問題

　変化の激しい現代においてみられる、子どもたちの発達的
な特徴や問題行動等について、心理学的に検討する。　日常
の家庭や学校生活、生活環境の変化が子どもたちの発達に
どのような影響を及ぼしているかをみていくとともに、生徒へ
の対応方法について考える。　さらに、生徒と教員が相互に
理解するために必要な対人認知や対人関係の留意点、生徒
の行動を理解する手がかりとなる他者の存在や集団の力な
どについても考察する。　受講者によるグループ・ディスカッ
ションも取り入れながら進めていく。

飯野　晴美（文学部教授） 東京都港区 6時間 平成21年8月4日 教諭 中・高等学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
58332号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

明治学院大学 より良い社会科系授業を考える

①自分の授業のどこが悪いのかA)受講者は集団で討論・発
表。B)受講者の考えを整理。C)大学生の印象に残っている授
業を紹介。　②どのような授業をめざすのかA)受講者は集団
で討論・発表。B)受講者の考えを整理。C)大学生のやってみ
たい授業を紹介。　③新学習指導要領(社会・地歴科・公民)
がめざすものは何か　④どのような授業がよいのかA)授業ビ
デオを見る。B)受講者は集団で改善案を討論・発表。

岡明　秀忠（文学部教授） 東京都港区 6時間 平成21年8月5日 教諭

中学校(社会科)・
高等学校(地理歴
史科・公民科)教
諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
58333号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

明治学院大学
これまでの生徒指導・これからの
生徒指導

本講習の狙いは2つあります。一つは、これまでの生徒指導
を振り返ることです。社会の影響を受けながら、1980年代以
降、生徒指導がどのように変化していったのかを考えます。も
う一つは、これからの生徒指導を創り出すことです。情報社会
から影響を受ける生徒の特性や問題点に焦点づけ、今後の
生徒指導について考えます。なお、ディスカッションを適宜取
り入れますので、受講生の積極的な参加を望みます。

石井 久雄（文学部教授） 東京都港区 6時間 平成21年8月10日 教諭 中・高等学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
58334号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

明治学院大学 道徳教育の理論と実践

道徳とは何か、道徳教育とは何かを歴史を踏まえ理論的に
整理する。加えて道徳の授業をする際に必要となるであろう
方法を理論的に説明し、かつ受講生の皆さんにも実践してい
ただく。いくつかの価値観の水準ないし段階のことなる事例を
提示し、それについて討論してゆく。これら一連の作業を通し
て受講者自らの価値観の在りかを確認し、道徳教育に必要な
ものの見方・考え方を修得することをめざす。

播本 秀史（文学部教授） 東京都港区 6時間 平成21年8月11日 教諭 中・高等学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
58335号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

明治学院大学
CLT(Communicative Language
Teaching)の最新理論と実践

Communicative Language Teaching (CLT) に関わる最新の理
論と教授法を紹介し、テキストを使いこなすうえでの具体的な
方法、ならびにマテリアルの入手方法などをとりあげる。受講
者によるディスカッションやデモンストレーションも行い、インタ
ラクションをはかる。

Browne, Charles（文学部教授） 東京都港区 6時間 平成21年8月12日 教諭
中・高等学校英語
科教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
30238-
58336号

03-5421-5149
http://www.meijigakuin.
ac.jp/

財団法人音楽鑑
賞教育振興会

第2回　音鑑「夏の勉強会」　第1
日目

「音楽鑑賞の指導法」改善講座　その1：音楽鑑賞の指導の
全体像を把握し、新学習指導要領に基づいた指導を組み立
てるポイントを指導事例作成演習をとおして習得します。※Ｐ
Ｃ（Windows）持参。

川池　聰（前鳥取大学教授、前三重大学教授）
東京都世田谷
区

6時間 平成21年8月1日 教諭 小・中音楽科教諭 10,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81310-
58182号

03-5717-6885 http://onkan-web.net/
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平成２１年度（第５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

財団法人音楽鑑
賞教育振興会

第2回　音鑑「夏の勉強会」　第2
日目

「音楽鑑賞の指導法」改善講座　その2：音楽鑑賞の指導にお
ける効果的な発問、教材提示のタイミングなどのポイントを演
習をとおして習得します。その一つとしてＩＣＴの活用も取り扱
います。※ＰＣ（Windows）持参。

川池　聰（前鳥取大学教授、前三重大学教授）
東京都世田谷
区

6時間 平成21年8月2日 教諭 小・中音楽科教諭 10,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81310-
58183号

03-5717-6885 http://onkan-web.net/

財団法人才能開
発教育研究財団

教育の情報化と授業づくり・学級
づくりの充実

小中学校の教員を対象に、教育の情報化や新学習指導要領
で求められる力への対応を中心に、これからの時代に求めら
れる授業づくりや学級経営の実際について学ぶ。「新学習指
導要領と教育の情報化」についての講演、「活用型学力を伸
ばす授業」または「情報モラル指導」についての解説、事例発
表、パネルディスカッションなどを実施する。また、社会の情
報化に対応した児童生徒育成のための情報教育や学習指
導・生徒指導等の充実については、ワークショップ等を通じて
体験的に学ぶ。

村川雅弘（鳴門教育大学大学院学校教育研究
科教授）
中川一史（放送大学 ICT活用・遠隔教育センター
教授）
石原一彦（岐阜聖徳学園大学教育学部教授）
堀田龍也（玉川大学 学術研究所准教授）
池田 修（京都橘大学文学部 准教授）

東京都港区 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校、中学校の
教員

6,500円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
81370-
58180号

03-5437-5601 http://www.sainou.or.jp/

財団法人才能開
発教育研究財団

幼児の生活リズムと発達／遊びと
発達

幼稚園教諭向けの講習として、「幼児の発達と生活リズム」と
「子ども同士のコミュニケーションを豊かにする遊び」の２つの
内容をとりあげる。前者は、起床・就寝時間や朝食をとる習慣
の有無など生活リズムが幼児の発達に及ぼす影響などにつ
いて、保護者へ伝える時に役立つアイディアも交えて学ぶ。
後者は、「集団で作品を作り上げる喜びを感じさせる遊び」に
ついて体験的に学ぶ。

鈴木みゆき（和洋女子大学 人文学群 教授）
新田新一郎（アトリエ自遊楽校 主宰、宮城教育
大学非常勤講師）

東京都港区 6時間 平成21年8月7日 教諭 幼稚園の教員 6,500円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月30日

平21-
81370-
58181号

03-5437-5601 http://www.sainou.or.jp/

財団法人全国商
業高等学校協会

情報スキルを伸ばす講義と実習

プログラミング初心者を対象に、Javaの概要を解説した後、
Javaプログラミングの基本（クラスの概念・変数とデータ型・基
本アルゴリズムの記述など）からオブジェクト指向の簡単なプ
ログラム作成までを実習を通して学習する。

秋山　崇（駿河台大学キャリア支援部非常勤講
師　株式会社インフォテック・サーブ講師）

東京都新宿区 20時間
平成21年7月28日～
平成21年7月31日

教諭
全国の商業関係
高等学校教諭

3,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
81385-
58048号

03-3357-7911
http://www.zensho.or.jp
/

横浜国立大学
教育実践力を高める実践省察
ツール活用法講座

教育実践力を高めるツールの使用方法とコミュニティ作りの
解説と演習を行う。(a)受講者の実践ビデオ記録のPC上での
閲覧・精査、(b)実践者同士での実践記録に基づくグループ
ワーク、©教科や授業分析を専門とする大学教員との質疑応
答の要素を組み合わせ日常的に行える実践の省察を演習す
る。初回10月29日（木）午後は小学校での授業観察、2回目
12月6日（日）午後は大学において各自データの分析、グルー
プワークを行う。自ら授業実践ビデオ記録を持参でき、本講
習の効果測定調査に協力できる者に限る。

有元典文（教育人間科学部准教授）
物部博文（教育人間科学部准教授）
堀内かおる（教育人間科学部教授）
金馬国晴（教育人間科学部准教授）
重松克也（教育人間科学部准教授）

神奈川県横浜
市

6時間
平成21年10月29日、
平成21年12月6日

教諭 小学校教諭 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年8月31日

平21-
10033-
58096号

045-339-3168
http://www.ynu.ac.jp/in
dex_top.html

国立特別支援教
育総合研究所

平成21年度国立特別支援教育総
合研究所免許状更新講習

3日間連続した講習として開設する。講習内容は、学習指導
要領の改訂や本研究所の研究成果等を踏まえた、特別支援
教育の基礎理論と各障害種（視覚障害、聴覚障害、知的障
害、肢体不自由、病弱、言語障害、自閉症・情緒障害、発達
障害及び重複障害）にかかる教育論の講義を中心に行う予
定。また、障害のある子どもへの支援機器の活用について学
ぶ機会を持つ予定。
なお、講習で用いる教材として、「テキスト（仮称）」を用いる予
定。

千田　耕基（教育支援部長）
田中　良広（企画部総括研究員）
藤本　裕人（企画部総括研究員）
菊地　一文（教育支援部主任研究員）
長沼　俊夫（教育支援部総括研究員）
滝川　国芳（教育研修情報部総括研究員）
松村　勘由（教育支援部総括研究員）
廣瀬由美子（教育支援部総括研究員）
笹森　洋樹（発達障害教育情報センター総括研
究員）
大崎　博史（教育研修情報部主任研究員）
齊籐由美子（教育研修情報部研究員）

神奈川県横須
賀市

18時間
平成21年8月24日～
平成21年8月26日

教諭
特別支援教育担
当教員

18,000円 50人
平成21年6月22日～
平成21年7月24日

平21-
70002-
58044号

046-839-6827 http://www.nise.go.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　　保育に必要なカウンセリングに関する幅広い知識と技法
について学び、理不尽な保護者への対応なども含めて、具体
的事例の検討やロールプレイングなどを通して実践的な力量
を高めていく。また、特別な配慮の必要な子ども、ＪＤやＡＤＨ
Ｄなど軽度の発達障がいのある子どもへの対応について発
達保障の観点から考え、その基本的スキルを学んでいく。

尾崎　康子（相模女子大学人間社会学部教授）
竹下　昌之（相模女子大学学芸学部教授）
Toth Gabor（相模女子大学学芸学部准教授）
河尾　豊司（相模女子大学学芸学部准教授）

神奈川県相模
原市

6時間 平成21年8月1日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58199号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

　保育の質の向上のための保育記録の取り方とその活かし
方について、具体的な事例など基にしながら学んでいく。ま
た、教育者に求められる資質・能力について、保育の現場に
おける新人保育士育成のあり方などを取り上げながら、保育
の質の向上と関連させて考えていく。

佐藤　道幸（相模女子大学学芸学部教授）
池田　仁人（相模女子大学学芸学部准教授）
宇田川　久美子（習院女子大学国際文化交流学
部非常勤講師）
齋藤　正典（相模女子大学学芸学部准教授）

神奈川県相模
原市

6時間 平成21年8月2日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58200号

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

長岡造形大学
美術・工芸実習の基礎（金属造形
の実際）

美術・工芸の実技教育には、造形目的に応じた素材の選択と
表現技法の正しい知識が必要となる。美術や工芸の実際の
授業に応用することも含め、基礎的な金属造形の制作工程に
伴う安全な用具機器の取り扱い、加工原理を理解・考察する
ための作品制作を行う。

小林誠（教授）
馬場省吾（教授）
長谷川克義（准教授）

新潟県長岡市 18時間
平成21年8月24日～平
成21年8月25日、
平成21年年8月27日

教諭
小・中・高等・中等
教育学校教諭

21,000円 10人
平成21年6月17日～
平成21年7月16日

平21-
30276-
58231号

0258-21-3351
http://www.nagaoka-
id.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

保育現場での質を高める

  本講習は、幼稚園教育に携わる教諭の多様なニーズに応じ
た講習、幼稚園教育における専門的な知識や技能の習得、
幼稚園教諭としての資質向上のための意義ある講座とする
ため①指導計画立案に於ける　みとり、記録、環境の構成②
園内研修の構築③保育者の協働（ティーム保育）④保育者間
の滑な人間関係④保育者間の滑な人間関係　などを中心に
講義を行う。

岡　　健（大妻女子大学家政学部准教授）
平山　許江（文京学院大学人間学部教授）

新潟県新潟市 6時間 平成21年8月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58188号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

石川県立大学 食の科学

本講習では、食品の持つ三つの機能(栄養、おいしさ、生体調
節)と食の安全・安心に係わる諸問題について、最新の知見
を中心に解説する。講義後は、準備されている食品の生体調
節機能と安全・安心評価に係わる課題の中からどれかを選
び、実験を行う。

谷口　肇（生物資源環境学部食品科学科教授）
矢野俊博（生物資源環境学部食品科学科教授）
榎本俊樹（生物資源環境学部食品科学科教授）
鈴木隆元（生物資源環境学部食品科学科）
小西康子（生物資源環境学部食品科学科助
（准）教授）

石川県野々市
町

6時間 平成21年8月26日 教諭
中学・高校教諭、
農業・理科・家庭
科

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

平21-
20072-
58045号

076-227-7408
http://www.pref.ishikaw
a.jp/ishikawa-pu/

石川県立大学 食糧生産の現状と課題

土地利用型作物と園芸作物について、以下のように最新の
研究成果を交えながら基礎的な事項を講義する。
①作物の収量性および品質向上を目指す品種育成の基礎と
なる生理学的背景について、イネを中心に概説する。
②地球温暖化が作物生産に及ぼす影響と温暖化への農業
上の適応策について講述する。
③園芸作物、特にキュウリ、メロン、スイカ、ダイコンおよびサ
ツマイモの品質向上に関する栽培技術について講述する。
④果樹の生理、生態的特性や品種育成　の技術などに関す
る最近の研究成果について背景となる知見とともに紹介す
る。

中川博視（生物資源環境学部生産科学科助
（准）教授)
塚口直史（生物資源環境学部生産科学科講師）
加納恭卓（生物資源環境学部生産科学科教授）
池上礼子（生物資源環境学部生産科学科講師）

石川県野々市
町

6時間 平成21年8月24日 教諭
中学・高校教諭、
農業・理科

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

平21-
20072-
58046号

076-227-7408
http://www.pref.ishikaw
a.jp/ishikawa-pu/

石川県立大学 農業と環境

以下の４課題を講述・実習する。
①農業農村整備事業に関わる新技術と課題についての解
説。
②「情報とは何か」を手始めに、観測衛星や気象ロボットによ
る環境情報を取得し、農業に活用する手法解説。
③中山間地域における過疎・高齢化の原因分析と課題、高
齢化と環境管理との関わりと、活性化対策の実際と問題点の
解説。
④土の透水性とは、土中における地下水などの流れやすさを
言うが、その意義を論じ、透水係数を計測する実験実習。

高橋　強（生物資源環境学部環境科学科教授）
青山咸康（生物資源環境学部環境科学科教授）
田野信博（生物資源環境学部環境科学科教授）
村島和男（生物資源環境学部環境科学科教授）

石川県野々市
町

6時間 平成21年8月25日 教諭
中学・高校教諭、
農業・理科

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

平21-
20072-
58047号

076-227-7408
http://www.pref.ishikaw
a.jp/ishikawa-pu/

金城大学 最新の福祉事情

　　新教育観の「生きる力」を踏まえ、子どもの学びに即した
指導上の４つの課題－根底にある課題、中心の課題、実践
の課題、究極の課題－を明確にすると共に、子どもの学びの
展開に必要な最新の専門的知見－社会福祉制度改革の動
向と社会福祉理論状況－を背景に、教師の指導力向上に何
が必要なのか、また、 社会福祉援助者に求められる役割と
は何かについて講義する。

永原　朗子（社会福祉学部教授）
杉山　正樹（社会福祉学部准教授）

石川県白山市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校教諭・高等
学校教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
30292-
58157号

076-276-4400
http://www.kinjo.ac.jp/k
u/

金城大学 発達障害の新たな課題

 　知的に遅れはないものの、行動面等に気にかかる児童生
徒が多くなってきたと、教育現場の先生からよく聞くようにに
なった。いわゆる、発達障害(ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等)
に似通った児童生徒ではないかと思われる。文部科学省
(2003年)によれば、小・中学校の通常の学級に在籍している
児童生徒の約6.3％の割合で発達障害のある子どもがいると
報告がある。ここでは、このような児童生徒をどのように理解
し、学級や学校で支援していけばよいのかについて講義す
る。

大塚　郁朗（社会福祉学部教授）
岡森　正吾（社会福祉学部教授）

石川県白山市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校・中学校教
諭、特別支援学校
教諭

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
30292-
58158号

076-276-4400
http://www.kinjo.ac.jp/k
u/

金城大学 最新の幼児教育

「あなたが関わっている子どもは『今』を生きているか？」を問
う演習。ノンバーバルで展開する会話、パフォーマンス、即興
の絵本づくり、音作り、リズム遊びの創作など様々なワークを
通して、「子どもの視点」について実践的に考える。

大井　佳子（社会福祉学部教授）
岩本　静香（社会福祉学部教授）

石川県白山市 6時間 平成21年8月9日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
30292-
58159号

076-276-4400
http://www.kinjo.ac.jp/k
u/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　　①幼小の接続期の教育②幼稚園教育と小学校教育の滑
な接続のために、幼児と児童の交流③双方の教員がお互い
の教育内容や指導方法の違いや連続性を相互によく理解し
合い④幼稚園教育の成果が小学校に繋がっていくことが大
切であることを学ぶ。

山下　美奈子（金沢市教育委員会主席指導主
事）
石堂　常世（早稲田大学教授）

石川県金沢市 6時間 平成21年8月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58192号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める
　現代社会に求められる「保育の質」と保育の実践の課題を、
保育目標論、保育計画論、保育カリキュラム論、保育評価論
に関わらせて明らかにする。

阿部　真美子（山梨県立大学人間福祉学部人間
形成学科学部長教授）
加藤　繁美（山梨大学教育人間科学部幼児教育
講座教授）
大宮　勇雄（福島大学人間発達文化学類人間発
達専攻教授）

山梨県甲府市 6時間
平成21年8月3日,
平成21年8月5日,
平成21年8月7日

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

平21-
81345-
58201号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

　幼児期において大切にしたい「賢さ」について考える。幼児
期の子どもが「賢く」なるとはどういうことか、どのような体験を
通して、何かを身につけることだと考えればよいのか、という
問題について、受講者の実践を持ち寄り、その検討を通して
理論的な理解を深めていく。

秋山　麻実（山梨大学期人間科学部幼児教育講
座准教授）

山梨県甲府市 6時間
平成21年8月5日,
平成21年10月21日,
平成21年11月18日

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

平21-
81345-
58202号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/
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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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  ①現在の子どもが置かれている状況について②保育現場
に於ける対応の仕方について③自分の保育をいかに評価
し、それをどう深めていくかについて④保育の質とは何か、そ
の質を高めていく方法について。～以上をこうぎをうけて、ま
た、参加者同士の討論を通じて、いずれも自らの問題として
理解を深め、実践力をつける講習とする。

平山　許江（文教学院大学教授）
岡　健（大妻女子大学准教授）
青木久子（青木幼児教育研究所所長、青山学院
大学・文京大学大学院非常勤講師）
浅見　均（青山学院女子短期大学准教授）

山梨県石和町 12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 12,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58204号

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

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（岐阜県
立先端科学技術体験センター）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では、「大気汚染のメカニズムと大気調
査の仕方、環境を改善するための科学技術の理解等」を体
験する。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

岐阜県瑞浪市 6時間 平成21年9月26日 教諭
小学校教員、中学
校理科教員

6,000円 20人
平成21年8月3日～
平成21年8月31日

平21-
70013-
58042号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

東海大学
実践的環境教育体験「水環境と人
間生活を考える」

東海大学所有の海洋調査研修船望星丸に乗船し、海洋調査
（ＣＴＤ観測、表面観測、気象・海象、プランクトン観察、目視
観察、水圧実験など）を体験して水環境の現状や人間生活の
影響について考えます。同時に、大学生を対象に実施される
実践的環境教育の現場を視察し、環境教育プログラムの構
築について、いろいろな視点から検討します。

藤野裕弘(教養学部教授)
内田晴久(教養学部教授)
北野　忠(教養学部准教授)
岩本　泰(教養学部講師)

静岡県静岡市 12時間
平成21年9月19日～
平成21年9月21日

教諭
小・中・高等学校
教諭（主に理科）

50,000円 20人

1次募集　平成21年6月
29日～7月11日
2次募集　平成21年8月
25日～8月31日

平21-
30183-
58234号

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

東海大学短期大
学部

教育・保育内容の理論と実践

本講座は、小学校教諭・幼稚園教諭の資質と実践力の向上
を目指し、その教育・保育内容を深めるため、理論と実践に
ついて学ぶ。各グループから１科目を選択し、３日間で３科目
を受講する。３日間受講することが認定の条件となります。
選択領域１グループ（子どもの言語表現と「お話」、詩教材の
解釈と展開）
選択領域２グループ（「運動遊び」から「体育」、相談援助活動
について）
選択領域３グループ（子どものための音楽表現と発声法、小
学校における英語活動）

下村　信幸（東海大学短期大学部　教授）
土井　正孝（同　教授）
石川　朝子（同　准教授）
桑原公美子（同　准教授）
中上　健二（同　准教授）
山本　康治（同　准教授）

静岡県静岡市
葵区宮前町

18時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

18,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35115-
58235号

054-261-6321
http://www.sjc.u-
tokai.ac.jp/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  幼稚園の現場での保育の質を高めることを目的に、新しい
幼稚園教育要領の内容と保育の場での実践について学び、
自然とふれあい自然を生かした教材を利用することについて
の知識や指導技術を深める。

柴崎　正行（大妻女子大学教授・大妻女子大学
家政学部児童臨床研究センター所長）
山田　辰美（富士常葉大学環境防災学部准教
授・富士常葉大学附属環境防災学研究所研究
部長）

静岡県静岡市 6時間 平成21年8月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58190号

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

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  幼児は、同年代の幼児と関わり、様々な体験を通して学ん
でいくが、ここでの人間関係の質が問われている。今回の講
習では、新しい幼稚園教育が求めている子どもの育ちについ
て、豊かな人間関係を育むという視点から学ぶ。また幼児の
観察記録、ポートフォリオ、ビデオ記録などから指導との関連
を踏まえて分析・観察し、集団及び一人の発達を理解して、
遊びにおける具体的な環境構成を考える事を学ぶ。

青木　久子（青山学院・文教学院大学等非常勤
講師）
近内　愛子（聖徳大学短期学部保育科准教授）

静岡県静岡市 6時間 平成21年8月4日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 70人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58191号

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

科学技術振興機
構

先端科学技術講座（名城大学）

最先端の科学技術と研究者に接し、理科教員としての識見を
高めるとともに、教育現場での活用を考える。本講座では、
カーボンナノチューブの発見者・飯島澄男教授と青色発光ダ
イオードの開発者・赤崎勇教授の研究、及び研究者としての
人となりなどを紹介し、さらに、科学技術の最新事情や理科
教育の現状についても講義を行う。

講師：①内丸幸喜　科学技術振興機構　理数学
習支援部長（兼）京都工芸繊維大学客員教授／
（元）文部科学省科学技術・学術政策局計画官、
東北大学教授　②大森儀郎　科学技術振興機構
理数学習支援部　主任調査員／（元）公立高等
学校長

愛知県名古屋
市

6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校・高等学校
理科教諭

6,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月15日

平21-
70013-
58037号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

京都市立芸術大
学

美術工芸の体験と教材化

講義「新学習指導要領改訂の趣旨と図画工作・美術，工芸教
育の課題」3時間の受講後，個々の受講者の教育課題等に
応じて，日本画，油画，版画，陶磁器，漆工，染織及び芸術
学の各専門分野の演習を合計12時間選択実習する（1分野6
時間または12時間）。さらに，まとめとして，個々の受講者が
選択実習した内容等を実際の授業でどのように教材化する
か，「指導計画の作成と評価」についての講義及び試験を実
施する（3時間）。

横田　学（美術学部教授）
宮本　道夫（美術学部教授）
鶴田　憲次（美術学部教授）
出原　司（美術学部教授）
秋山　陽（美術学部教授）
栗本　夏樹（美術学部准教授）
藤野　靖子（美術学部准教授）
伊東　徹夫（美術学部教授）
定金　計次（美術学部教授）
吉田　雅子（美術学部准教授）

京都府京都市 18時間
平成21年7月27日～
平成21年8月7日

教諭

小学校教諭（図画
工作）,中学校教
諭（美術）,高等学
校教諭（美術及び
工芸）

18,000円 60人
平成21年6月16日～
平成21年7月20日

平21-
20039-
58147号

075-334-2220 http://www.kcua.ac.jp/

京都造形芸術大
学

ワークショップ・鑑賞・展覧会計画

表現領域においては、西日本を中心とした美術館のワーク
ショップの事例研究と実際のワークショップを体験します。ま
た鑑賞領域においては、大学のギャラリーを使った「触察」や
「言葉」による実践的な鑑賞法の演習を行い、そのまとめとし
て、グループによる展覧会企画と模型による展示計画を作り
ます。

岡本　康明（芸術学部教授）
坂上　義太郎（芸術学部非常勤講師）
椎原　保（芸術学部非常勤講師）

京都府京都市
左京区

18時間
平成21年11月21日～
平成21年11月23日

教諭
小・中・高教諭（主
に図画工作・美術
を担当する方）

18,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年8月14日

平21-
30389-
58205号

075-791-9243
http://www.kyoto-
art.ac.jp/

京都ノートルダム
女子大学

Process Writing

高校の授業で『Process Writing』を教える際、この講座が役に
立つと考える。 受講者には、『Writing』を『日本語を英語に訳
すこと』ではなく、 『Prewriting』『Drafting』『Revising』『Editing』
『Publishing』 の五つの段階を通して学んでもらう。尚、この講
座は全て英語で行うこととする。

バイロン　オニール（Byron　O'Neill）（人間文化学
部講師）

京都府京都市 6時間 平成21年8月4日 教諭
中・高教諭（英語
科）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58140号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

20 / 32 ページ

http://rikashien.jst.go.jp/teacher/index.html�
http://www.notredame.ac.jp/�
http://www.kyoto-art.ac.jp/�
http://www.u-tokai.ac.jp/�
http://www.sjc.u-tokai.ac.jp/�
http://www.youchien-kikou.com/�
http://rikashien.jst.go.jp/teacher/index.html�
http://www.youchien-kikou.com/�
http://www.youchien-kikou.com/�
http://www.kcua.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

京都ノートルダム
女子大学

性感染症について

若者に広がりつつある性感染症にスポットを当て、まず男子
と女子の生殖器の構造と働きの違いを理解する。次に、性感
染症の知識と実際の疾患の特徴および、現在の若年期の性
感染症罹患状況の実際を学び、今後の具体的な対策につい
て概説する。パワーポイントや人体模型などを用い、実際の
イメージを作る。

萩原　暢子（生活福祉文化学部教授） 京都府京都市 6時間 平成21年8月4日
教諭
養護教諭

中・高教諭、養護
教諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58141号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

京都ノートルダム
女子大学

服飾からみた日本文化

雅楽の調べや「源氏物語絵巻」を紐解くことによって平安朝文
化に誘い、貴族ファッションの構成、色彩感などを概説し、実
際に平安朝装束を着装体験することによって体感する。平安
朝の大袖の服具の下に着用していた小袖が、下剋上の時代
の到来とともに安土桃山時代には上着化する過程をたどるこ
とによって現代のキモノの源流を知る。

鳥居本　幸代（生活福祉文化学部教授） 京都府京都市 6時間 平成21年8月5日 教諭
小・中・高教諭（家
庭科・国語科・社
会科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58142号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

京都ノートルダム
女子大学

家庭科教育における高齢者理解
教育

高齢者を正しく理解するために講義による専門知識の習得
と、グループワーク、演習を通して高齢者理解のための実践
的指導を学ぶ講習とする。受講者間の実践報告も加え、グ
ループディスカッションにより、互いを刺激し、学びあう場とし
て試みる。

加藤　佐千子（生活福祉文化学部准教授） 京都府京都市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小・中・高教諭（家
庭科・福祉科）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58143号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

京都ノートルダム
女子大学

国語教材の研究
－「読むこと」「詩歌」「漢字」を
キーワードとして

新学習指導要領では思考力、判断力、表現力を育成する観
点から、全教科にわたる言語環境の整備と言語活動の充実
が規定され、学校を挙げた国語教育の充実が求められてい
る。小学校から古文・漢文の音読や読解を取り入れるなど、
従来ない様々な言語活動が新たに導入予定である。そのよう
な時代の要請を踏まえ、「読むこと」「詩歌」「漢字」をキーワー
ドに教育現場で直接・間接に活用できる知見や方法をオムニ
バス形式で提供する。

堀　勝博（人間文化学部教授）
服部　昭郎（人間文化学部教授）
長沼　光彦（人間文化学部准教授）

京都府京都市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小・中・高教諭（国
語科）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58144号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

京都ノートルダム
女子大学

自然体験学習とグループファシリ
テーション

合宿で学ぶ自然と人間、人間と人間の関係をテーマに、自然
豊かなフィールドでの合宿生活の中で、受講者自身が自然と
接し、受講者相互の関わりあいを体験することを通じ、教諭・
養護教諭として、幼児児童生徒に対する深い自然体験と豊か
な人間関係の構築を促進する手法を学ぶ。

菅井　啓之（心理学部教授）
山本　智也（生活福祉文化学部准教授）

京都府宮津市 12時間
平成21年8月19日～
平成21年8月20日

教諭
養護教諭

全教員（環境教
育、生徒指導）

12,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58145号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

京都ノートルダム
女子大学

丹後半島の自然に学ぶ

自然体験活動など直接自然から学ぶ学習を、どのように進め
るか。丹後半島の豊かな自然の中で、自然観察の真髄を体
得することを目指し、ウルシやハチへの対処など、幼児児童
生徒の野外活動における安全・健康確保に関する知識も身
に付ける。生活科・理科・総合的な学習・環境教育では、教師
の一言、視点の定め方で自然を読む力が磨かれる。それは
同時に、幼児児童生徒を部分だけではなく全体としても見る
ことを学ぶ体験でもある。

菅井　啓之（心理学部教授） 京都府宮津市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

教諭
養護教諭

全教員（環境教
育、理科・生活科）

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30392-
58146号

075-706-3745
http://www.notredame.a
c.jp/

同志社大学 解析学の基礎から応用まで

［講義概要］解析学は数学において重要な分野となっていま
す。この講義では解析学の基礎およびその応用について解
説します。この講義を通じて、中学校・高等学校での数学教
員 に求められる解析学の教養について説明します。

浦部　治一郎（文化情報学部教授）
川﨑　廣吉（文化情報学部教授）
溝畑　潔（理工学部准教授）
浅倉　史興（大阪電気通信大学教授）

京都府京都市 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 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月22日

平21-
30396-
58056号

075-251-3208
http://www.doshisha.ac.
jp/japanese/

同志社大学
大学の有機化学
理論と最先端：化学の理解を深め
るために

化学の中でも有機化学は児童、生徒にとって得手不得手が
分かれる分野である。実験は好きな子供は多いが化学反応
式の意味が捉えきれない場合も多々ある。本講義では、有機
化学の本質を説明し、単なる暗記科目ではないことを明らか
にするとともに、現在、この分野で行われている大学の最先
端を講義することで、児童、生徒に対して興味を持続させるた
めの授業中でのトピックスを手に入れる手助けをする。

太田哲男（生命医科学部教授）
加納航治（理工学部教授）
大江洋平（生命医科学部助教）

京都府京都市 6時間 平成21年8月10日 教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月22日

平21-
30396-
58057号

075-251-3208
http://www.doshisha.ac.
jp/japanese/

同志社大学
生命医科学：医学と工学の融合
物理、化学、生物はどのように生
かされるか

生命医科学という分野が近年注目され、学部・学科として設
置が盛んである。そこでは、これまでの医学部とは異なり、医
学と工学の融合をテーマに教育・研究を行おうとしている。本
講義では、生命医科学の分野で行われている教育・研究内
容を明らかにし、理科科目（物理、化学、生物）がどのように
関わってくるかを含め、生徒に対して、生命医科学に興味を
喚起することを目指す。

仲町英治（生命医科学部教授）
太田哲男（生命医科学部教授）
辻本哲宏（生命医科学部教授）

京都府京都市 6時間 平成21年8月11日 教諭
中学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月22日

平21-
30396-
58058号

075-251-3208
http://www.doshisha.ac.
jp/japanese/

関西大学 大阪の文化遺産

  大阪の各地域は、伝統技術や祭礼・芸能など歴史的に形成
されてきた多彩な文化を有している。それは今も息づいてい
る。先人たちが築いてきたこうした文化遺産は、決して「過去
の遺産」ではなく、次の世代に継承されるべき貴重な「文化遺
産」と位置づける必要があろう。伝統技術や祭礼、年中行事、
さらには「なにわ伝統野菜」などの大阪を代表する文化遺産
の諸相とその実際を学びたい。

高橋隆博（文学部教授）
黒田一充満（文学部教授）
大谷　渡（文学部教授）

大阪府吹田市 6時間
平成22年1月6日～
平成22年1月7日

教諭

小学校・中学校
「社会」・高校「地
理歴史・公民」担
当教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月15日

平21-
30430-
58104号

06-6368-0115
http://www.kansai-
u.ac.jp/index.html
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平成２１年度（第５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

関西外国語大学
松宮新吾塾
―英語教員のためのプレゼンテー
ション＆スピーチクリニック―

本講習は、参加者の英語による発信力（話す、書く）を中心と
した英語運用能力の育成と、TESOLのダイジェスト版による
教授法の改善と指導力の飛躍的な向上を図ることを目的とし
て実施。そのために、スピーチ・クリニックやストーリー・テリン
グによる発音・発話の矯正や、TOEFL対策、クリエイティブ・ラ
イティングによる語法・文法・英作文力を育成するとともに、最
新のTESOLの理論や指導方略を重点的に学習する。
なお、本学で実施する他の2講座と併せて受講すること。

松宮　新吾（外国語学部教授） 大阪府枚方市 6時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

教諭 中・高英語教諭 7,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月10日

平21-
30433-
58101号

072-805-2801
http://www.kansaigaidai.
ac.jp

関西外国語大学
中嶋洋一塾
―教師のBeliefとAutonomy―

次の４点について講習を行う。　（１）チャンクを意識したリスニ
ング指導と音読指導　 （2）発信力（書く力と話す力）を高める
指導のあり方　（３）４技能の到達目標を意識したタスク活動
（３年間の指導計画づくり）　（４）課題と発問の作り方。　な
お、（１）と（２）、（３）と（４）は２コマ連続の講座となる。評価
は、実際にプレゼンテーションや課題発表（個人）および筆記
試験（論述式）の内容などを通して行うものとする。
なお、本学で実施する他の2講座と併せて受講すること。

中嶋　洋一（国際言語学部教授） 大阪府枚方市 6時間
平成21年8月6日～
平成21年8月7日

教諭 中・高英語教諭 7,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月10日

平21-
30433-
58102号

072-805-2801
http://www.kansaigaidai.
ac.jp

関西外国語大学 心のケアが必要な生徒への対応

教育現場における児童生徒の諸問題（発達障害、情緒的問
題など）について理解を深め、臨床心理学的見地からの見立
てや対応について学ぶ。実際の指導の現場で教員として生
かせるよう、適宜事例検討などを行う。
なお、本学で実施する他の2講座と併せて受講すること。

吉野　真紀（関西医科大学精神神経科学教室助
教）

大阪府枚方市 6時間
平成21年8月4日～
平成21年8月5日

教諭 中・高英語教諭 7,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月10日

平21-
30433-
58103号

072-805-2801
http://www.kansaigaidai.
ac.jp

帝塚山学院大学

子どもの現代的な健康課題に適
切に対応できる養護教諭を目指し
て
-新たな知識の習慣と技術の向上
を図る-

現代社会の急速な発展は子どもにとっての過度なストレスの
原因となっている。児童生徒の内分泌系、自律神経系、免疫
系を介した変化が①行動反応②心理反応③身体反応として
現れる、環境と児童生徒の個々人の心と身体の健康問題を
理解し、解決策を研修する。一方で日常の保健指導や養護
教諭として必要な救急処置の対応や学校保健の基礎的看護
技術においても研修する。

平塚　儒子（人間科学部教授）
西本　由美（尼崎市教育総合センター心の相談
室　教育相談課教育相談係長）
仲野　由季子（こども心身医療研究所医師）
戸村　隆訓（人間科学部教授）

大阪府堺市 18時間
平成21年8月6日～
平成21年8月8日

養護教諭 養護教諭 19,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月29日

平21-
30442-
58232号

072-296-
1331(代)

http://www.tezuka-
gu.ac.jp

財団法人全国商
業高等学校協会

情報スキルを伸ばす講義と実習

プログラミング初心者を対象に、Javaの概要を解説した後、
Javaプログラミングの基本（クラスの概念・変数とデータ型・基
本アルゴリズムの記述など）からオブジェクト指向の簡単なプ
ログラム作成までを実習を通して学習する。

樽磨　和幸（大阪商業大学総合経営学部教授
学術博士）

大阪府大阪市 20時間
平成21年8月10日～
平成21年8月13日

教諭
全国の商業関係
高等学校教諭

3,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
81385-
58049号

03-3357-7911
http://www.zensho.or.jp
/

神戸大学 海事科学の最前線 【乗船講習】

練習船深江丸（総トン数449トン）に乗船（２泊３日）し，操船，
機関管理，海上交通，海洋環境に関する講義・実習・非常退
船訓練及び船内集団生活を通じ，「海事科学」（海洋を舞台と
した人間活動にかかわるいろいろな問題を解決するための科
学的なアプローチ）の最前線について議論する．受講により，
商船，水産，理科，社会などの教科指導，チームワークやコ
ミュニケーションの重要性再認識など，教育的視野拡大が期
待できる．

矢野　吉治(大学院海事科学研究科准教授）
滝本　剛士(大学院海事科学研究科講師）
広野　康平(大学院海事科学研究科准教授）
橋本　正孝(大学院海事科学研究科教授）
林　美鶴（自然科学系先端融合研究環内海域環
境教育研究センター 准教授）

兵庫県神戸市 18時間
平成21年8月26日～
平成21年8月28日

教諭

高等学校（商船），
（水産），（理科），
（社会），および中
学（理科），（社
会），ただし，高等
学校（商船），（水
産）を優先する．

24,500円 30人
平成21年7月8日～
平成21年7月16日

平21-
10058-
58223号

078-803-5204
http://www.kobe-
u.ac.jp/

兵庫県立大学
これからの教育実践へ向けて─
教師・授業・地域と学校─

第1講　「地域と学校の関係づくり」
　今日の学校と家庭・地域社会の関係をめぐる問題や新しい
連携の試みについて学ぶ。
第2講　「学習指導と認知心理学」
　学習指導における認知心理学の研究成果の応用について
学ぶ。
第3講　「教師の力量形成の方法─実践経験のふり返りと意
味づけ」
　実際に、実践経験のふり返りを行い、その意味づけのあり
方について考えながら、力量形成の方法を検討する。

野津隆志（経済学部教授）
石田潤（経済学部教授）
藤原顕（看護学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月5日 教諭
中学校又は高等
学校の教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58274号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学 経済活動とビジネス

第1講　「国際経済の最新動向」
　昔の商品貿易の時代から、今では、部品貿易や生産工程
の”輸出入”も行われている。新しいグローバル経済の実態を
説明したい。
第2講　「トヨタのものづくり」
　優れた生産性と経済性で世界的に知られている「トヨタのも
のづくり」の基本的な考え方と様々な工夫について解説する。
第3講　「情報・サービス社会の現代商品」
　グローバル化する情報・サービスとの関連において、現代
商品のもつ特徴を「商学の立場から」解説する。

江川育志（経営学部教授）
吉田照彦（経営学部教授）
三ツ井光晴（経営学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月6日 教諭
中学校社会科又
は高校の商業科・
公民科担当教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58275号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学
経済から見た地理・歴史・現代社
会

第1講　「江戸時代を見直す」
　経済成長に関する近代以降と江戸時代との連続－非連続
性について
第2講　「都市・農村の変貌と課題」
　グローバリゼーションの時代における世界の動きと都市・農
村の生活・産業
第3講　「現代社会と企業」
　現代社会における企業の役割について

松浦昭（経済学部教授）
加藤恵正（経済学部教授）
三上和彦（経済学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月7日 教諭

中学校社会科又
は高校の地理歴
史科・公民科担当
教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58276号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp
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平成２１年度（第５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

兵庫県立大学

子ども一人一人を大切にする教育
のあり方を考える
－教室から地域へ、そして政策へ
－

子ども一人ひとりを大切にする教育の実現を目指して、以下
のように教室のミクロレベルから政策のマクロレベルまで、幅
広く検討し考える。
　（１）子どもの学びのあり方と、自己肯定感など生徒指導上
の問題とのかかわり。
　（２）家庭の教育力に起因する学力格差の克服可能性を学
校づくりの視点から。
　（３）グローバル化の中の教育改革と、「人権としての教育」
権の保障。

守屋淳（環境人間学部准教授）
高田一宏（環境人間学部准教授）
阿久澤麻理子（環境人間学部准教授）

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月10日 教諭
小学校、中学校又
は高等学校の教
諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58277号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学 理科教育とものづくり

第1講　｢高校物理･化学の根底に流れる物質科学｣
　物質について原子･分子の観点から理解する物質科学の立
場で考察する
第2講　｢設計から製造まで,機械工学におけるものづくりと理
科教育｣
　ものづくり視点よりﾃｸﾉﾛｼﾞｰと理科の関連性について解説す
る
第3講　｢電子ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨによる3次元像の撮像とﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ｣
　ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨによる3次元像の撮像と表示及び画像情報の計算
処理について論じる

村松康司（工学研究科教授）
奥田孝一（工学研究科教授）
佐藤邦弘（工学研究科准教授）

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月19日 教諭
中学校理科又は
高校の理科・工業
科担当教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58278号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp

兵庫県立大学 先端科学と理科教育

第1講　「幹細胞の生物学 － その基礎と応用」(8月20日)
　幹細胞の基礎と応用について概略する。
第2講　「超低温の不思議な世界」(8月20日)
　最近の研究内容も含めて、超低温の世界の不思議さを紹
介する。
第3講　「分子を見る」(8月21日)
　歴史的な経緯も紹介し、「仮説」であった分子が実際に「見
る」ことができる現在の観測手段の最前線までを概説する。

渡辺憲二（生命理学研究科教授）
住山昭彦（物質理学研究科教授）
本間健二（物質理学研究科教授）

兵庫県上郡町 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月21日

教諭
中学校理科又は
高校の理科担当
教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月10日

平21-
20068-
58279号

078-367-8611
http://www.u-
hyogo.ac.jp

近大姫路大学 理科授業を楽しくする工夫

新学習指導要領の改訂のポイントの中に、「学習意欲の向上
や学習習慣の確立」、「思考力・判断力・表現力等の育成」な
どがある。義務教育課程における理科の中で子どもたちの学
習意欲を向上させ探究心を起こさせるには、授業の導入部分
における発問や実験・観察の学習材を工夫する必要がある。
本講座では意外性のある学習材を提示し、認知的葛藤を起
こさせる導入部分の展開などを紹介し、子どもたちに学習意
欲や探究心を起こさせる工夫の仕方について紹介する。

内山　裕之(近大姫路大学教育学部講師)
秋吉　博之(就実大学人文科学部准教授)
大黒　孝文(同志社女子大学現代社会学部特任
教授)

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月1日 教諭 小学校教諭 7,000円 40人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58148号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学 発達臨床に基づく教育

一人一人の教育的ニーズに応えるには、そのニーズについて
の見立てと見通しが必要である。特に、発達障害及びグレー
ゾーンの児童・生徒に対して理解を深めるために有用な知
識、情報をレクチャーするとともにその対応策を学ぶ。また、
校内、各機関との連携の課題やキャリア教育に繋がるライフ
スキル獲得に効果がある動物介在療法、心理学的手法の活
用について演習を交えながら紹介する。

井上　真由美(近大姫路大学教育学部講師)
大西　雅子(近大姫路大学教育学部助教）
林　知代（芦屋大学大学院准教授）

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月12日
教諭
養護教諭

小学校教諭　幼稚
園教諭　養護教諭
（小・中）

6,000円 60人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58149号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学 教育者としての養護教諭の役割

講習内容について
１．「今日の社会変化と貧困問題の深刻化について」、２．「現
代の親子のかかわり方、接し方」、３．「養護のための看護」、
４．「ＰＣを用いた効率的な保健だよりの作り方」の４つについ
て解説する。

松浦　崇(近大姫路大学教育学部講師)
新川　加奈子(近大姫路大学教育学部教授)
坊垣　友美(近大姫路大学教育学部講師)
松島　京(近大姫路大学教育学部講師)

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月24日 養護教諭
養護教諭（幼、
小、中、高）

6,000円 40人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58150号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学
表現力豊かな子どもを育てる音楽
の授業づくり

現在の音楽教育は学習指導要領に基づき、「上手に歌うこと」
「上手に演奏すること」に時間を費やし過ぎ、子どもの発想力
や創造力を伸ばすことを忘れがちである。表現力豊かな子ど
もを育てるには、どのような授業を行えばよいのか、今一度
考える必要があるだろう。本講習では、１．音楽とは何か、２．
ピアノを使った授業法、３．大きな声で歌うことの大切さ、４．リ
ズム音楽の大切さの４つの講座を開設する。

森川　京子（近大姫路大学教育学部特任教授）
篠原　良三（近大姫路大学教育学部特任教授）
江頭　義之（近大姫路大学教育学部准教授）
山本　千紗（近大姫路大学教育学部助教）
茨木　金吾（近畿大学豊岡短期大学教授）

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月24日 教諭
小学校教諭
幼稚園教諭

6,000円 40人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58151号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学
「急な状況に養護教諭が備えてお
くこと
－予防ととっさの判断－　」

養護教諭は学校において唯一、教育と医療とのかけ橋になる
存在であり、緊急事態が生じたときは、教職員みんなで連携・
協力し合うとともに、養護教諭が中心となって対応しなければ
ならないことも多い。ここでは、１．「学校における感染症の知
識と対応」２．「学校における自然災害の知識と対応」３．「学
校における救急対応」４．「感染予防と救急処置の実技演習」
を行い、より実践的な講習となるようにした。

神原　咲子（近大姫路大学看護学部講師）
安達　和美（近大姫路大学看護学部准教授）
勝田　仁美（近大姫路大学看護学部教授）
永島　美香（近大姫路大学看護学部講師）
野口　裕子（近大姫路大学看護学部講師）
女鹿　瞳（近大姫路大学看護学部助手）

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月25日 養護教諭
養護教諭（幼、
小、中、高）

6,600円 40人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58152号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学 小学校英語教育に向けて

小学校英語の必修化に伴う児童英語教育の方策を具体的に
わかりやすく解説する。講義のなかでは、児童英語教育関連
の理論や背景について紹介する。また、教員自身の英語運
用力を少しでも高めるための発音・会話練習、すぐに使える
授業方法・教材を使ったワークショップなど行う。

玉巻　欣子(近大姫路大学看護学部講師)
能勢　規子(近畿大学豊岡短期大学講師)

兵庫県姫路市 6時間 平成21年8月25日 教諭
小学校教諭
幼稚園教諭

6,000円 40人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58153号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/
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平成２１年度（第５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

近大姫路大学 こどもと身体表現

幼稚園から小学校にかけての子どもの身体発育の特徴、調
整力の定義と仕組み、体づくりのための基本の運動等に触れ
る。また、調整力を伸ばすために、有効な運動遊びの方法と
体ほぐしの運動について具体的な指導方法を紹介する。

鈴木　雅裕（近大姫路大学教育学部教授）
今野　賛（近大姫路大学教育学部助教）

兵庫県豊岡市 6時間 平成21年8月8日 教諭
小学校教諭
幼稚園教諭

6,000円 30人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58154号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学
ことばの多様性からみたことばの
学び

ことばの指導に関して次の３つの内容で行う。１．母語である
日本語（言葉）が育まれるために必要なことは何か。２．日本
語を母語としない児童について考えたり異文化体験の活動を
通して多文化共生について考える。３．新学習指導要領をふ
まえ、日本神話や伝承についての理解を深める。

渡瀬　茂（近大姫路大学教育学部准教授）
吉田　晃高（近大姫路大学教育学部講師）
小西　律（近畿大学豊岡短期大学教授）

兵庫県豊岡市 6時間 平成21年8月9日 教諭
小学校教諭
幼稚園教諭

6,000円 30人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58155号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

近大姫路大学
楽しく意欲的に取り組める造形・
図画工作教材の研究

子どもたちが造形・図画工作科の基礎・基本を身に付けなが
ら楽しく意欲的に取り組める学習・活動にするために、実技を
通して授業や保育に活かせる教材の研究を行う。実技は絵
画、立体、手づくりおもちゃなど予定している。

井上　龍彦（近大姫路大学教育学部教授）
岩田　健一郎（近畿大学豊岡短期大学教授）

兵庫県豊岡市 6時間 平成21年8月27日 教諭
小学校教諭
幼稚園教諭

6,000円 30人
平成21年06月16日～
平成21年06月30日

平21-
30458-
58156号

079-247-7301
http://kindaihimeji-
u.ac.jp/

甲南大学 実験を通して考える物理学

　甲南大学理工学部物理学科では，高大連携プログラムの
一環として、新入生の１年前期に，高等学校物理の教科書に
記載されているが現実には受験や装置不足のため実施して
きていない実験を学生にさせ、より深く自然を理解させて理科
を好きになってもらう動機付けプログラムを実施している。本
講習では，これらの装置を使用して，高等学校理科教員に実
際に４つのテーマの実験を行なってもらい、各教員の実験ス
キルの向上を目指すとともに，３つのテーマの教員実験につ
いても演示する。

安藤　弘明（理工学部教授）
梅津　郁朗（理工学部教授）
村木　綏（理工学部教授）
宇都宮　弘章（理工学部教授）
杉村　陽（理工学部教授）
山本　常夏（理工学部准教授）
市田　正夫（理工学部准教授）
小堀　裕己（理工学部准教授）
青木　珠緒（理工学部准教授）
秋宗　秀俊（理工学部准教授）

兵庫県神戸市 12時間
平成21年7月31日～
平成21年8月1日

教諭
高等学校理科教
諭

13,000円 24人
平成21年6月28日～
平成21年7月8日

平21-
30460-
58160号

078-435-2517

http://www.konan-
u.ac.jp/faculty/science_
and_engineering/index.h
tml

甲南大学 金属イオンの分離・確認

高校の化学担当教員を対象に，H2Sを用いた系統的分離法
による陽イオン定性分析を行う。この溶液系の反応には、中
和反応、沈殿反応、錯形成反応、酸化還元反応など高校で
学習する内容が多く含まれており、講習後に各高校での教育
に活用できると期待される。講習では，これらの実験を実際に
高校で行うために必要となる最後の廃液処理方法までも含め
て体験してもらう。

池田　能幸（理工学部教授）
町田　信也（理工学部教授）
渡邉　順司（理工学部准教授）
内藤　宗幸（理工学部講師）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月7日 教諭
高等学校化学担
当理科教諭

7,000円 20人
平成21年6月28日～
平成21年7月8日

平21-
30460-
58161号

078-435-2517

http://www.konan-
u.ac.jp/faculty/science_
and_engineering/index.h
tml

甲南大学 実験を通して考える生物学

高校生物の実験，観察から次の３つを選び，授業実践のコツ
と共に，そこから展開できる現代生物学について考察する。
１）プロトプラストを植物細胞から単離，接着する原理と手順
を身につけ，先端のバイオテクノロジーに触れる。２）ミツバチ
の太陽コンパス能力を，青空の散乱と偏光，視物質の分析，
複眼模型の作成等を通して理解する。３）さまざまな光合成を
行う生物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し，色
素組成の多様性が示す生物の生態学的および進化学的な
意味について考察する。

田中　修（理工学部教授）
道之前　允直（理工学部教授）
本多　大輔（理工学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月12日 教諭
高校生物担当理
科教諭

7,000円 5人
平成21年6月28日～
平成21年7月8日

平21-
30460-
58162号

078-435-2517

http://www.konan-
u.ac.jp/faculty/science_
and_engineering/index.h
tml

甲南大学 流速計で調べる河川の姿

河川の流速と河床堆積物の関係は，小・中・高校の理科の重
要な内容であるが，実際の河川の流速を測定してみると教科
書に概念化されたような単純な姿とは異なる河川の驚くべき
姿が見えてくる。本講習では，小・中学校理科・高校地学を担
当されている先生方に，１日目は基礎事項と調査法の講義，
２日目は実際の河川の上・中・下流で流速と堆積物を調査
し，３日目は室内でデータを解析して流速と堆積物の関係を
明らかにし，流水とは異なる運搬メカニズムについても考察し
ていただく。

林　慶一（理工学部教授） 兵庫県神戸市 18時間
平成21年7月31日～
平成21年8月2日

教諭

小学校教諭・中学
校理科教諭・高校
地学担当理科教
諭

19,000円 21人
平成21年6月28日～
平成21年7月8日

平21-
30460-
58163号

078-435-2517

http://www.konan-
u.ac.jp/faculty/science_
and_engineering/index.h
tml

神戸女子大学 ライトノベルをよむ

「第５３回学校読書調査」によると、「５月１ヶ月に読んだ本」と
して中学３年生から高校３年生までの多くが「ライトノベル」を
挙げている。谷川流”涼宮ハルヒの憂鬱」を取りあげ、その人
物設定、物語の展開に着目しつつ、中学生、高校生の読書
の実態を解明する。演習形式で、受講生相互が意見交換を
する形で講座を展開する。

安田　孝　（文学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月3日 教諭
中学校・高等学校
教諭向け（教科不
問）

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58212号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/index.html

神戸女子大学 現代日本語文法論

現代の日本語文法（主として口語）をさまざまな視点から眺
め、日本語文法の特徴を考える。特に、述語の文法カテゴ
リーのうちのヴォイス（受け身や使役）、アスペクト、テンス、お
よび敬語について取り扱う。自分が日常的に用いていること
ばの文法を内省によって整理することを通じて、文法の概念
を再構築する。ヴォイス、アスペクト、テンス、敬語の順に講
義を行う。

橋本礼子（文学部准教授） 兵庫県神戸市 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 50人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58213号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

神戸女子大学 サステナブル社会と生活環境

これからの社会においては、サステナブル・ティベロップメント
（持続可能な開発）の理念を持った生活環境が求められてい
る。本講座では、地球と生物の歴史をもう一度振り返りなが
ら、地球に住む生物の一つとしての人間を見つめ直し、サス
テナブルな社会を実現する上での、資源・エネルギー、電気、
セルロース、住まい、まちづくりの観点から、その考え方と具
体的な方法について事例を交えながら紹介していく。

上田充夫（家政学部教授）
高橋和廣（家政学部教授）
山根千弘（家政学部教授）
上野勝代（家政学部教授）
梶木典子（家政学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月3日 教諭
中学校・高等学校
家庭科教諭向け

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58214号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/index.html
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平成２１年度（第５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

神戸女子大学 小学校体育　教材研究実技

今回の学習指導要領の改訂で、体つくり運動が低学年から
位置づけられた。その内容は高学年とは異なる運動（遊び）
が検討される必要がある。多様な動き作りや用具を楽しく操
作する運動（遊び）について、具体的な実技を通じて研修する
中で、新しい視点で提案していきたい。体つくり運動：体ほぐし
の運動。多様な動きを作る運動（遊び）。

斎山美津子（文学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月4日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58215号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

神戸女子大学
小学校英語－創造的取り組みへ
のヒント－

小学校英語活動の導入は、子どもたちの関心を広く世界に開
き、外国の言葉への興味と、それを学ぶ楽しみを体験する機
会をもたらす。それを可能にするのは教師の関心や興味、子
どもたちと共に英語の楽しさを体験出来るかにかかっている。
科目内容は全国共通で実施されるが、その内容を発展、展
開して子どもたちの興味を広げるには教師の工夫が大切で
ある。本講習では教師が小学校英語活動に積極的に取組
み、創意工夫しながら自らも楽しい体験が出来るような授業
展開するきっかけとなる実践的研修を行う。

木下典子（文学部教授）
土岐文子（文学部非常勤講師）
長谷川和代（文学部非常勤講師）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月10日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 60人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58216号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

神戸女子大学 現代の装いを科学する

コンピュータによる織物のデザイン、生徒が自主的、かつ個
性豊かな作品作りを可能にする実習、日本の民族衣装であ
るきものの近代以降の着付けの変遷、着装に関する生理学
的側面および心理学的側面など、被服材料から着装までに
ついて実習を交えながら科学的に解説する。本講座により被
服を総合的に理解し、現在の被服が担う役割について検討
する。

岡本陽子（家政学部教授）
十一玲子（家政学部准教授）
高野倉睦子（家政学部准教授）
中西正恵（家政学部教授）
平田耕造（家政学部教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月20日 教諭
中学校・高等学校
家庭科教諭向け

6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58217号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

神戸女子大学
小学校教員のための科学実験講
座

物理、化学、生物、地学の４分野から１テーマずつ９０分の実
験を行う。各実験は１テーマ９０分とする。物理：浮力について
学び、岩石や木片の密度・比重を求める。化学：水道水の蒸
留；水の沸点は変化する。生物：顕微鏡の使い方と細胞分裂
の観察。地学：岩石の組織と組成について、薄片観察を通じ
て理解するとともに、岩石の種類について学ぶ。

波田重煕（学長・文学部教授）
森本直明（文学部教授）
岩本哲幸（文学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月21日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年6月26日

平21-
30470-
58218号

078-737-2285
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/wu/index.html

姫路獨協大学
小・中・高校における英語授業の
あり方

昨今の英語教育は、「英語を通じて、コミュニケーション能力
を育成すること」に重点が置かれている。今回の学習指導要
領改訂により、小・中・高の連携をはじめ、生徒の発達段階や
学習段階に応じて指導内容や方法に工夫を凝らし、基本的に
は「授業は英語で行う」指導スキルが教師に求められている。
本講座では、コミュニケーション能力を育成する授業における
指導の実際を講習する。

ストレイン園子（薬学部教授）
稲岡　章代（姫路市立豊富中学校教諭、関西大
学非常勤講師）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月25日 教諭
小・中・高英語担
当教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58249号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 視聴覚教育の理論的研究

科学技術の著しい発展に伴い、新しいメディアが次々に生み
出されている。その結果として、学習の場（機会）が学校のみ
にとどまらず、社会の多様な場面に広がっている。本講座で
は、まずこれまで教育において視聴覚教育が果たしてきた役
割を理論面から追求する。その後、各教科・専門分野におけ
る視聴覚的方法の意義、役割について検討を加える。特に、
それぞれ異なる教育場面での教育メディアの効果的な活用
について研究する。

神山　正人（外国語学部教授）
兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月24日 教諭 小・中・高校教諭 6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58250号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学
環境教育の問題と社会の責任に
ついて

環境問題が、世界的経済不況の中で、、国際問題化されさま
ざまな領域で注目されている。環境対策先進国を目指す日本
が、世界に果たせる、果たすべき役割、また責任を公共性や
社会的責任とのかかわりから考える。養護教諭にはこのよう
な共通理解と同時に児童・生徒とのかかわりからも環境問題
に関する基礎・基本的な概念理解を持てる内容とする。（環境
教育にとっての根幹的倫理である。）

平子　義雄（兵庫県立大学環境人間学部名誉教
授）
高頭　直樹（兵庫県立大学環境人間学部教授））

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月26日
教諭
養護教諭

小・中・高校教諭、
養護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58251号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 暮しの中の数理分析

本講習では、暮しの中の身近な問題から、それらの奥に潜む
数理を抽出・分析し、真に必要な基礎学力とは何かを考え
る。『子供たちに培いたい数学の基礎学力を考える』、『データ
を読む－統計のウソとマコト』、『データの分析演習』の３つの
テーマにとりくみ、３つめのテーマではパソコンで統計ソフトを
実際に操作する。

山岸　規久道（経済情報学部教授）
秋本　義久（経済情報学部教授）
宮井　正彌（経済情報学部教授）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月26日 教諭 小・中・高校教諭 6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58252号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学
校務情報化にむけたスクリプト言
語の活用法

これまで表計算プログラム等を利用して行われてきた成績処
理などのデータ処理を、フリーソフトウエアを活用して行う手
法について学ぶ。具体的には、新しいスクリプト言語であるＲ
ｕｂｙ言語によるプログラミングを学び、データベースソフトウエ
ア(sqlite)とも連携し成績処理等の具体的なプログラムの作成
を行う。プログラミングの経験を有することが望ましい。

園田　浩一（経済情報学部准教授）
佐藤　伸也（経済情報学部准教授）
佐野　智行（経済情報学部教授）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月27日 教諭 小・中・高校教諭 6,000円 40人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58253号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学
フリーソフトウエアを活用した校内
情報システムの構築

校内の情報インフラを管理・運用するもしくは、情報インフラを
これから活用しようとする人を対象に、ＯＳからアプリケーショ
ンまでフリーソフトウエアを利用して、有効に活用できるシステ
ムの構築と運用について講義・演習を行う。

園田　浩一（経済情報学部准教授）
杉山　武司（経済情報学部教授）
松田　泰至（経済情報学部准教授）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月24日 教諭 小・中・高校教諭 6,000円 40人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58254号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/
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平成２１年度（第５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

姫路獨協大学
課外活動のスポーツ指導と取り組
み

体と健康教育に基礎を置き、課外活動のスポーツ指導を理論
的に裏付け、実践指導の取り組みを教授する。課外活動に対
する基本的姿勢と考え方を確実に把握して、学校教育におい
て充実した指導体制が取れるように指導する。

昌子　力（スポーツ特別選抜運営支援室准教授）
岡本　悌二（法学部准教授）
松村　雅代（医療保健学部准教授）
吉井　宏一郎（スポーツ特別選抜運営支援室室
長）
小田　慶喜（医療保健学部教授）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月25日 教諭
小・中・高のス
ポーツ課外活動
担当者

6,000円 50人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58255号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 青少年・教職員のメンタルヘルス

「精神医学」の立場から「青少年の心理・青少年のこころの
病」について、また教職員の「ストレス過剰や疲労困憊」に対
する「対処方法（コーピング）」等について、資料を配布し、パ
ワーポイントによる講義形式で、中学・高校の教師を主な対
象とする。

大西　道生（医療保健学部教授）
兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月29日
教諭
養護教諭

中・高校教諭、養
護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58256号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 軽度発達障がい児の理解と支援

発達障がいについての基礎的理解を図り、心理臨床場面や
日常（含学校）生活場面での支援に目を向けることを通して、
学校での生活や学習活動に難しさを感じている子ども達をど
のように理解し、支援するかを、コミュニケーションに焦点をあ
てて考える。

森脇　裕美子（医療保健学部講師）
森田　恵子（医療保健学部准教授）
高橋　秀典（医療保健学部准教授）
植田　有美子（医療保健学部講師）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月30日
教諭
養護教諭

小・中・高校教諭、
特別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58257号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 「道徳性」の発展

道徳性の育成につながる授業や生活指導を再認識する。な
お、道徳性の育成のために、教育学、倫理学、心理学、学校
教育実践の立場から道徳性の概念を明確にすることが必要
不可欠である。それは、養護教諭はもちろん全教諭が受講対
象者である。特に、養護教諭には道徳性の発達（人権教育を
含む）を十分に理解する必要がある。

平岡　清志（外国語学部教授）
赤松　茂毅（姫路獨協大学非常勤講師）
鳥谷部　平四郎（外国語学部教授）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月28日
教諭
養護教諭

小・中・高校教諭、
養護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58258号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 学校カウンセリング

学校カウンセリングは学校教育において重要な役割を果たす
時代を迎えている。授業はかつてのような教育的効果をあげ
ることができなくなり、学校生活は人間関係に煩雑さを生み、
子どもたちの苦悩ははかり知ることができない。また、モンス
ターペアレンツの出現は教員の教育的営みに支障をきたすこ
とになった。学校カウンセリングは、これらの問題に何らかの
解決への道を示すことになるという観点から捉え直すことにす
る。

平岡　清志（外国語学部教授）
井上　光一（医療保健学部准教授）
植田　有美子（医療保健学部講師）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月22日
教諭
養護教諭

小・中・高校教諭、
養護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58259号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

姫路獨協大学 生徒指導（生活指導を含む。）

昨今の学級経営において、生徒指導の難しさが際立ってい
る。家庭の教育力が低下している中、小学校、中学校、高等
学校においていかに指導し、健康的な学校生活を送らせるこ
とができるのか、先生方と一緒になって考え、議論してより良
い考えを導き出すように努める。

平岡　清志（外国語学部教授）
芦田　守（姫路市立愛護センター相談員）
案納　和夫（播磨西教育事務所学校支援チーム
相談員）

兵庫県姫路市
上大野

6時間 平成21年8月25日
教諭
養護教諭

小・中・高校教諭、
養護教諭

6,000円 30人
平成21年 6月16日～
平成21年 6月26日

平21-
30480-
58260号

079-223-2211
http://www.himeji-
du.ac/

神戸女子短期大
学

児童・生徒による授業評価の考え
方と方法

　午前は女子大学の講義「心理学(教養)」を体験受講し、それ
を素材に学習者の立場に立った授業評価の在り方について
全員で討論し、グループ毎に授業評価表の試案を作成する。
午後は学習者による授業評価の考え方と視点、方法と技術
について講義を受ける。作成した授業評価表の一試案を用い
て全員が評価し、ＯＣＲ（光学式文字読取り機）を利用して即
時に結果を集計しグラフ化する体験により、学校での日常的
な授業評価に活かす。

長瀬　荘一(総合生活学科教授） 兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月6日 教諭

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、中等教育
学校）

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年6月26日

平21-
35290-
58219号

078-303-4774
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/jc/

神戸女子短期大
学

悩み解決・パワーアップの実践研
究―指導法の工夫と保護者支援
の在り方―

　保護者や地域と連携して魅力ある教育活動を推進していく
ために必要な指導法の工夫や教材の作成、苦情への対応に
ついて研修する。作品づくりや体を動かしての活動、また情報
交換も図りながら、具体的な事例をベースに研修を深めてい
く。

山口　芳弘(幼児教育学科教授）
庄司　圭子(幼児教育学科准教授）
高瀬　陽子(幼児教育学科准教授）
三木　さち子(幼児教育学科准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月7日 教諭
小学校教諭、幼稚
園教諭

6,000円 30人
平成21年6月22日～
平成21年6月26日

平21-
35290-
58220号

078-303-4774
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/jc/

神戸女子短期大
学

食育の実践（調理実習を通しての
食育―かたまる・ふくらむ不思議
を科学する）

　家庭科教育の主要領域である食分野の指導において「食
育」をどのように導入し、展開させていくかを講義ならびに具
体的な実験・実習を通して考える。「食育」の歴史的背景と食
育基本法の成立、学習指導要領の改訂にみる「食育」につい
て考察する。

森下　敏子(食物栄養学科教授）
井上　吉世(食物栄養学科准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月10日
教諭
養護教諭

教諭（小学校、幼
稚園、中学校〈家
庭〉）、養護教諭

6,000円 25人
平成21年6月22日～
平成21年6月26日

平21-
35290-
58221号

078-303-4774
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/jc/

神戸女子短期大
学

食育の実践（調理実習を通しての
食育―かたまる・ふくらむ不思議
を科学する）

　家庭科教育の主要領域である食分野の指導において「食
育」をどのように導入し、展開させていくかを講義ならびに具
体的な実験・実習を通して考える。「食育」の歴史的背景と食
育基本法の成立、学習指導要領の改訂にみる「食育」につい
て考察する。

森下　敏子(食物栄養学科教授）
井上　吉世(食物栄養学科准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月11日
教諭
養護教諭

教諭（小学校、幼
稚園、中学校〈家
庭〉）、養護教諭

6,000円 25人
平成21年6月22日～
平成21年6月26日

平21-
35290-
58222号

078-303-4774
http://www.yg.kobe-
wu.ac.jp/jc/

夙川学院短期大
学

＜どうなるシリーズ＞
見方を変えてみませんか！小学
校英語教育

①継続的な授業観察や他国の早期英語教育の分析から導き
出された知見を考慮し、早期英語教育において真に大切なも
のとは何か、私たちの目指すべきものは何であるのかを明確
化する。
②効果的な英語学習を始めるためのもっとも重要な動機付け
は、英語が使用されている国や地域に関する事柄に興味を
抱くことが肝要であることを、文化事象を取り上げて講義す
る。

古賀　友也（児童教育学科准教授）
吉田　加代子（家政学科准教授）

兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58206号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/
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平成２１年度（第５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

夙川学院短期大
学

＜もっとできるシリーズ＞
ちょっとの工夫で音楽大好き！

①音楽を取り入れた表現活動が児童の成長にどのような関
わりをもつかが理解できるよう、事例を示して講義する。
②日常の音楽活動で児童の表現力や意欲などを引き出し、
感性をも豊かに育てる歌い方や伴奏の技法について体験す
る。
③特別支援を要する児童の特性を理解し、「音楽の力」がど
のような関わりを持つかを明らかにし、健常児と特別支援を
要する児童がともに楽しむ音楽療育の具体的な取組みにつ
いて理解する。

倉掛　妙子（児童教育学科准教授） 兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58207号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

夙川学院短期大
学

＜どうなるシリーズ＞
緑を守る！からはじめるＥＣＯ教
育

幼児期における自然に対する豊かな経験は、その後の理科
教育の基礎となるとともに、生涯を通じて、環境に対する正し
い認識と行動の規範となるものである。本講習では、身近な
植物の生活から幼児に自然の不思議を体験させ、生き物へ
の愛情を深めさせるとともに、自然の中に人が生かされてい
ることを認識し、正しい自然保全意識をはぐくませる保育を考
える。なお、北山国有林もしくは甑岩神社等での野外実習も
行う予定である。

片山　雅男（児童教育学科教授） 兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58208号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

夙川学院短期大
学

＜もっとできるシリーズ＞
身体を使った楽しいあそび

子どもの育ちと身体活動の大切さ（楽しさ、気持ち良さを含
む）との関連を理解するとともに、具体的な指導法を学び、保
育者自身がリズミカルに身体を動かすことができるよう技能
や力量を向上させる。
また、運動あそびと子どもの育ちの関係、および子どもをやる
気にさせる運動あそびのコーチングについても講義する。

久本　信子（児童教育学科准教授）
藤島　みち（児童教育学科准教授）

兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58209号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

夙川学院短期大
学

＜どうなるシリーズ＞
子どもが親しめる食育教育の実際

①食育基本法の趣旨を理解し、近年、子どもを取り囲む食生
活や健康の現状を示し、子どもが健全な食生活の実現や健
全な心身の成長を図るために必要な食育に関する基礎知識
を講義する。
②魅力ある食育授業のために取り組んでいる事例を、演習を
交えながら講義する。

森　美奈子（家政学科講師） 兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58210号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

夙川学院短期大
学

＜もっとできるシリーズ＞
スゴイが実感できる造形あそび

①子どもの表現の幅を広げることを目的に、日常の生活では
あまり意識されない視覚や映像の不思議な現象を取り上げ
体験する。さらに、その体験をもとに簡単な実技（製作）を行
い、保育や授業への展開を試みる。
②生活の中での身近な素材、廃材を用いて造形あそびの事
例を示し、それを発展させての作品製作を行う。そこから、子
ども達が生活の中で豊かなイメージを育めるような保育のあ
り方を考える。

小林　伸雄（児童教育学科教授）
林　　有紀（児童教育学科講師）

兵庫県西宮市 6時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
幼稚園・小学校教
諭

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
35295-
58211号

0798-73-9139
http://www.shukugawa-
c.ac.jp/

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（兵庫県
立人と自然の博物館Ⅰ）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では「タンポポの仲間を観察する」を体験
する。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

兵庫県三田市 6時間 平成21年8月11日 教諭
小学校教員、中学
校理科教員

6,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月15日

平21-
70013-
58039号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（兵庫県
立人と自然の博物館Ⅱ）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では「ハチの知識増強講座」を体験す
る。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

兵庫県三田市 6時間 平成21年8月12日 教諭
小学校教員、中学
校理科教員

6,000円 20人
平成21年6月22日～
平成21年7月15日

平21-
70013-
58040号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

  ①テーマ『保育者の専門性』　「教育は人なり」とよく聞く言葉
である。教師の教育にかける情熱や使命感、指導技術や力
量といった資質は、教育そのものを左右する。この意味での
専門性が問われる。②テーマ『幼稚園における連携を考え
る』　子どもは、幼稚園や学校ばかりではなく、家庭や地域社
会などの教育との関わり合いによって健全に育つのである。
しかし、現在では小学校・中学校・高校といったタテの軸の連
続性、家庭・地域といった横の連携がともにその機能が果た
されていないところに教育の大きな課題がある。

安家　周一（大阪教育大学幼児教育学特講１特
別講義講師）
安達　譲（学校法人ひじり学園せんりひじり幼稚
園園長、財団法人全日本私立幼稚園幼児教育
研究機構研究研修副委員長、元大阪薫英女子
大学非常勤講師）

和歌山県和歌
山市

6時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 200人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58203号

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

島根大学
宇宙を題材にした魅力的な授業
創り

本講座は、宇宙航空研究開発機構のすすめる宇宙教育につ
いて、その理念を学び、授業での実践に向けた具体的な方法
について紹介するものである。宇宙からの視点を教育に取り
入れることで、地球全体をとらえるような問いに対する子ども
の好奇心や探究心を啓発し、教科の枠を超えた知識の活用
をうながす学習活動をうながす教育実践について学ぶ。本講
座では、こうした宇宙教育の意義と、その導入事例について
紹介する。

平林　久（宇宙航空研究開発機構名誉教授）
中村　日出夫（宇宙航空研究開発機構参事）
百合田真樹人(教育学部講師）

島根県松江市 6時間 平成21年11月7日 教諭 全校種教諭 6,000円 30人
平成21年7月1日～
平成21年7月30日

平21-
10063-
58233号

0852-32-6495
http://www.shimane-
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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

くらしき作陽大学
リコーダーと打楽器を用いた器楽
と創作の一体化

音楽を担当する指導者にとって、器楽と創作の一体的取り扱
いは、様々な音楽的力を高めるために非常に有効である。ま
た、自ら作って表現する体験を通して、多様な音楽にアプロー
チすることができ、課題を「変奏曲、ロンド、２部や３部形式、
そして、ラテン音楽」等に設定することで、発展的な学習が可
能であり、教材開発につながっていく。

中桐實（くらしき作陽大学准教授）
有道惇（岡山大学名誉教授）

岡山県倉敷市 12時間
平成21年8月18日、19
日、21日、22日

教諭
中学校・高等学校
教諭（音楽）

12,000円 30人
平成21年6月29日～
平成21年7月10日

平21-
30501-
58091号

086-436-0307 http://www.ksu.ac.jp

くらしき作陽大学
音楽科教育における合唱指導の
在り方

音楽科教育における今日的な課題に臨む合唱指導の在り方
を学ぶ。指導者は、生徒の誰もが可能性をもつ声を合わせる
喜び「合唱活動」体験を充実させ、生涯にわたる音楽を愛好
する心情の育成を目指している。第８次学習指導要領で示さ
れた「知覚と感受」の指導、「コミュニケーション能力」の育成、
「我が国の音楽文化」への理解等に焦点化し、合唱表現の鑑
賞と実技を通して指導法を学ぶ。参考図書：「最新　中等科音
楽科教育法」「サッカーによせて」音楽之友社刊

岡部申之（くらしき作陽大学教授） 岡山県倉敷市 6時間
平成21年8月24日～
平成21年8月25日

教諭
中学校・高等学校
教諭（音楽）

7,000円 30人
平成21年6月29日～
平成21年7月10日

平21-
30501-
58092号

086-436-0307 http://www.ksu.ac.jp

高知工科大学

The transition from sentence
writing to paragraph writing 　（和
文英訳からパラグラフ・ライティン
グへの転換）

パラグラフ・ライティング指導のための入門講座。講義と演習
を通じて、パラグラフ・ライティングを指導するための基本的な
スキルを習得することが目的。講習の進め方は、まず、パラ
グラフ・ライティングの基本的な概念を紹介したうえで、モデル
授業を行う。受講者は、学習者の立場で、モデル授業に参加
し、その後、指導上の留意点や課題について討議を行う。講
習での使用言語は英語。英語で教科指導について学ぶこと
により、英語運用能力の向上も図る。

ローレンス　ハンター（共通教育教室教授） 高知県香美市 6時間 平成21年8月6日 教諭
高等学校教諭（英
語）、中学校教諭
（英語）

6,000円 35人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30535-
58164号

0887-53-1113
http://www.kochi-
tech.ac.jp/

高知工科大学
An introduction to course
management systems　（オンライ
ン英語学習システム構築入門）

オンラインで英語を学習できるシステムを構築するための入
門講座。CMS(Course Management System)を用いて、学習
用コンテンツをオンラインで配信するための技術的なスキル
を習得することが目的。受講者は、コース・マネジメント・シス
テム（CMS）を、通常の教室での授業と関連付ける方法や授
業で活用できる簡単なマルティメディア・コンテンツを設計する
方法について、理解を深めることができる。講習での使用言
語は英語。英語で教科指導について学ぶことにより、英語運
用能力の向上も図る。

ポール　ダニエルズ（共通教育教室准教授） 高知県香美市 6時間 平成21年8月7日 教諭
高等学校教諭（英
語）、中学校教諭
（英語）

6,000円 35人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30535-
58165号

0887-53-1113
http://www.kochi-
tech.ac.jp/

高知工科大学
小学校教諭のための英語教育入
門：小学校外国語活動の理論と実
践

小学校外国語活動を効果的に実施するうえで、必要となる基
礎的な理論と指導技術を身につけることを目的とした講座。
初めて英語に接する子どもたちにとっては、英語を使ってコ
ミュニケーションを図ることの楽しさや、異なる文化をもつ人々
のとの豊かな交流を体験できることが重要になる。そのため、
この講習では、外国語を学ぶための理論を分かりやすく紹介
しつつも、英語を楽しく学ぶことのできる授業づくりのための
実技や演習など、より実践的な内容に重点を置いて実施す
る。

明神　千代（共通教育教室教授）
ポール　ダニエルズ（共通教育教室准教授）
長﨑　政浩（共通教育教室准教授）

高知県香美市 6時間 平成21年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30535-
58166号

0887-53-1113
http://www.kochi-
tech.ac.jp/

高知工科大学
電気の基本とエネルギー環境問
題

小学校の学習指導要領の改訂に伴い、理科のエネルギー的
概念の形成では、３年生から６年生まで系統的に電気のエネ
ルギーについて学習することになる。電気の学習では、物理
におけるエネルギーの概念を身近で分かりやすい電気の現
象と関連させて理解することが期待される。本講習では電気
を教える上で必要な基本事項を分かりやすく解説し、エネル
ギー的なものの見方を修得した上で、理科の学習範囲に留ま
らず、エネルギー消費と地球温暖化の問題について理解を深
める。

 八田　章光（工学部教授） 高知県香美市 6時間 平成21年8月26日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月3日

平21-
30535-
58167号

0887-53-1113
http://www.kochi-
tech.ac.jp/

国立青少年教育
振興機構

「宿泊学習に生かす水辺の体験
活動と安全管理」（国立室戸青少
年自然の家）

教育の現状と課題や学習指導要領における体験活動の取り
扱いを理解し、教育課程の編成や教育活動に取り入れる方
法を講義や実習を通して習得する。具体的には、水辺での体
験活動を通して指導技術を習得するとともに安全管理につい
て学ぶ。

田村　学（文部科学省教科調査官）
田村祐司（東京海洋大学　准教授）
鶴和啓至（高知県教育委員会教育政策課教育
企画監）
隅田哲正（高知県教育委員会小中学校課指導
主事）
鎌倉　靖（国立室戸青少年自然の家　次長）
辻　雅登（国立室戸青少年自然の家　主任企画
指導専門職）
窪田伸介（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）
玉井志伸（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）
芝本和史（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）

高知県室戸市 18時間
平成21年9月20日～
平成21年9月22日

教諭 小学校 21,910円 50人
平成21年6月20日～
平成21年7月11日

平21-
70025-
58171号

0887-23-2314 http://muroto.niye.go.jp

28 / 32 ページ

http://www.ksu.ac.jp/�
http://www.ksu.ac.jp/�
http://www.kochi-tech.ac.jp/�
http://www.kochi-tech.ac.jp/�
http://www.kochi-tech.ac.jp/�
http://www.kochi-tech.ac.jp/�
http://muroto.niye.go.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 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２１年度（第５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

国立青少年教育
振興機構

「学習指導・学級経営に生かす体
験活動」（国立室戸青少年自然の
家）

教育の現状と課題や学習指導要領における体験活動の取り
扱いを理解し、教育課程の編成や教育活動に取り入れる方
法を講義や実習を通して習得する。具体的には、野外炊事や
自然散策の活動を通して、なかまづくりに焦点をあてた体験
活動の指導方法を学ぶ。

田村　学（文部科学省教科調査官）
田村祐司（東京海洋大学　准教授）
鶴和啓至（高知県教育委員会教育政策課教育
企画監）
隅田哲正（高知県教育委員会小中学校課指導
主事）
鎌倉　靖（国立室戸青少年自然の家　次長）
辻　雅登（国立室戸青少年自然の家　主任企画
指導専門職）
窪田伸介（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）
玉井志伸（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）
芝本和史（国立室戸青少年自然の家　企画指導
専門職）

高知県室戸市 18時間
平成22年1月9日～
平成22年1月11日

教諭 小学校 21,950円 50人
平成21年9月29日～
平成21年10月20日

平21-
70025-
58172号

0887-23-2314 http://muroto.niye.go.jp

財団法人全日本
私立幼稚園幼児
教育研究機構

幼稚園教育内容を深める

本講習は、幼稚園教育に携わる教諭の多様なニーズに応じ
た講習、幼稚園教育における専門的な知識や技能の習得、
幼稚園教諭としての資質向上のための意義ある講座とする
ため①幼児の発達特性について学び直す②保育を高めてい
く記録の在り方などを中心に講義等を行います。

原　孝（成西南学院大学短期大学部教授）
北野　幸子（福岡県教育大学准教授）

福岡県福岡市 6時間 平成21年8月22日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年6月16日～
平成21年6月30日

平21-
81345-
58193号

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

佐賀大学 人権と共生の教育

人権・共生をテーマに、オムニバス形式で４人の教授による
講義。「国際政治学からみた人権」「ジェンダーからみた人権」
「マイノリティと人権」「子どもの人権と多様性」である。人権が
尊重される社会を築くために、未来志向型、問題解決型の教
育について探求する。

松下一世（文化教育学部准教授）
朱雀　成子（文化教育学部教授）
吉岡  剛彦（文化教育学部准教授）
高橋　良輔（文化教育学部講師）

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼、小、中、高、
特別支援学校教
諭

6,000円 50人
平成21年6月17日～
平成21年6月30日

平21-
10075-
58177号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀大学 法教育と指導モデル

　佐賀県弁護士会との学術協定に基づき、大学教員と弁護士
が連携して行う法教育講習。学校教育における法教育の必
要性は高まっている。法的思考を学ぶととともに、公平性や
具体的事情を勘案しつつ実際にルールづくりを行なう等の実
習を通して、法教育の意義・役割を理解し、その教育方法を
習得することにより、現場における実践の手がかりとなる具体
的な授業モデルを提示することが本講義の目的である。

吉岡  剛彦（文化教育学部准教授）
佐長健司（文化教育学部教授）
樫澤秀木（経済学部教授）
岩本諭（経済学部教授）
丸谷浩介（経済学部准教授）
小西みも恵（経済学部准教授）
小坂亮（経済学部准教授）
栗林佳代（経済学部准教授）
奈須祐治（経済学部准教授）
中山泰道（経済学部准教授）
井上亜紀（経済学部准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月18日 教諭
幼、小、中、高、
特別支援学校教
諭

6,000円 50人
平成21年6月17日～
平成21年6月30日

平21-
10075-
58178号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀大学
読み書き障害の指導とＬＤ疑似体
験

　本講義では、日本語の特徴と読み書き障害の特質との関
係について、語彙（獲得）能力、読み書き能力、構文力の治
療的教育プログラムの概要について指導事例を交えて説明
し、さらに、ＬＤの疑似体験を通して、学習障害や困難児の認
知的特性や心理状態を理解できる内容とする。

園田　貴章（文化教育学部教授） 佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月18日 教諭
小、中、特別支援
学校教諭

6,000円 50人
平成21年6月17日～
平成21年6月30日

平21-
10075-
58179号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀女子短期大
学

 子どもの表現力を伸ばす活動

Ⅰ「豊かな感性を育む表現活動」（身体表現）・・①子どもの表
現を引き出す手立て、②楽しい表現遊び（歌遊びから表現
へ、身近にある素材から表現へ）
Ⅱ「豊かな感性を育む音楽表現」・・・①多様な音楽表現を試
みる、②多様な音楽表現を広げ、深める
Ⅲ「豊かな感性を育む造形遊び」～今、造形教育に求められ
るもの～・・・①造形教育の意義と役割、②造形教育の新しい
教材とその実践

山下　恭子（教授）
山田　直行（教授）
小川　鮎子（准教授）

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月24日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

平21-
35364-
58175号

0952-23-5145
http://www.asahigakuen
.ac.jp/sajotan/

佐賀女子短期大
学

幼児期の子育てに対する支援

午前、子育て支援先進地の様子について講義を受ける。次
に、子育て支援の環境構成について講義を受け、講義に基
づいて子育て支援の環境を設置する。午後から、実際に親子
を招き、子育て支援の場を運営する。終了後、グループ討議
により、活動を振り返り、理論と体験を結びつけながらレポー
トにまとめ、提出する。

水田　茂久（准教授）
田口　香津子（教授）
東内　瑠里子（講師）

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月19日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
平成21年6月16日～
平成21年7月31日

平21-
35364-
58176号

0952-23-5145
http://www.asahigakuen
.ac.jp/sajotan/

大分大学 現代企業の現状と課題

本講習では企業の抱える課題について経営学と会計学の側
面からとりあげる。まずは企業組織形態が展開してきた過程
について唯物弁証法的論理で示し、その相違を資本結合様
式の相違として議論する。
また、国際会計基準の導入に向け我が国の会計制度が徐々
に整備されつつある。会社法の制定、企業会計基準委員会
による各会計基準の制定、税制改正について検討し、どのよ
うに会計制度が変わろうとしているのか、具体的に解説をす
る。

片山　准一（経済学部教授）
田中　敏行（経済学部教授）

大分県大分市 6時間 平成21年11月3日 教諭
中学校・高等学校
教諭（社会・公民・
商業）

6,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
58227号

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

大分大学 現代地域の諸課題

小・中学校社会科や高等学校地歴科，公民科，商業科，総合
的学習などにおいて，「地域」という切り口はきわめて有効な
ものの一つです。本講習では，グローバル化が進展する現代
世界において「地域」の経済・社会をとらえるための理論や方
法を経済地理学の視座から考察します。

宮町　良広（経済学部教授)
中澤　高志（経済学部准教授）

大分県大分市 6時間 平成21年7月31日 教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭（社
会・地歴・公民・商
業）

6,000円 40人
平成21年6月16日～
平成21年7月7日

平21-
10078-
58228号

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

大分大学
食料の安全・安心の確保と農業経
営

「食料の安全・安心の確保と農業経営」については、①農業
や農村の持つ多面的機能についての理解、②食品の特性と
変質についての理解、③食品の衛生管理についての理解、
④品質管理ついての理解、⑤農業経営についての理解の5
項目について講義等を行う。

徳丸　忠敬（大分県立農業大学校副校長）
前田　淳（大分県農林水産部おおいたブランド推
進課消費流通班副主幹）

大分県大分市 6時間 平成21年8月22日 教諭
高等学校教諭（農
業）

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
58229号

097-554-7992
http://www.oita-
u.ac.jp/01oshirase/kyoi
nmenkyo.html
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平成２１年度（第５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

大分大学
小・中・高におけるキャリア教育の
推進

産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景
に、子ども達の進路をめぐる環境は大きく変化している。この
ようななか、児童生徒の勤労観・職業観を養うキャリア教育の
充実が求められている。
本講習では、①キャリア教育に係る理論、②実践方法、③事
例検討による具体的な推進方法等について講義を行い、演
習を通じて各学校段階における課題の整理及び推進方法等
を考察する。

小池 楠男（大分県教育庁高校教育課産業教育
指導班指導主事）
木村 典之（大分県教育庁義務教育課義務教育
指導班指導主事）

大分県大分市 6時間 平成21年10月31日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 50人
平成21年6月16日～
平成21年7月21日

平21-
10078-
58230号

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

別府大学
豊かな人間性のために～古典を
ひもとく～

　広大な古典の世界に触れることは、私たちを新たなものの
見方、考え方に誘ってくれるものである。また古典を読むこと
は日本の文化や伝統を見つめなおし、自らを省察するいい機
会でもある。本講座では、日本の古代から中世にかけて、和
歌や説話を中心に、実際の文章を読みながら、生徒の人格
陶冶を見据え、読解を指導していく際に役立つ知識を身につ
けていく。日本文化に多大な影響を与えた中国の文学につい
ても、同様に見ていく。

安東大隆（文学部教授）
浅野則子（文学部教授）
野村卓美（別府大学短期大学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月19日 教諭
高校国語教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58280号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 これからの国語科教育の課題

　これからの国語科教育では、国際化・情報化が進む社会の
なかでよりよく生きていく力として言語運用能力を育てること
が課題とされます。中でも重点課題となる、発信型コミュニ
ケーション能力やメディア・リテラシーの育成について、その
学習内容、教授法を講習します。

吉岡泰夫（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月20日 教諭
高校国語教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58281号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 こころを伝える～文学の感動～

　国語（現代文）の教材として取り上げられることの多い近代
以降の小説、詩などをとりあげて鑑賞する。研究の現状につ
いて知り、その研究をベースに教材を見つめなおしてみる機
会としたい。その際、文体や修辞、語彙、あるいは作家や文
壇の状況、文学の変遷などについても言及する。

高木伸幸（文学部准教授）
山本裕一（別府大学短期大学部准教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月21日 教諭
高校国語教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58282号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学
書写・書道の基礎教育の充実を
求めて

　高校芸術科書道においては、中学校国語書写との連続性、
一貫性が求められています。本講習では、中学校国語書写と
共通する基本部分を踏まえたうえで、高校芸術科書道におけ
る古典の臨書教育が自然に学習できる方法を探索します。そ
して、国語科書写全般における「指導と支援」の両立教育の
姿を求め、さらに義務教育段階の書学習の充実についても考
察します。試験は一日目のまとめを中心に理解度を問うもの
にします。

荒金信治（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月19日 教諭
高校書道教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58283号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 理解を深める書の授業づくり

　授業前に実施する配付資料の必要性とその内容及び指導
法の理解に努めます。次に、書道の授業におけるパワーポイ
ントの使用法を示し、表示方法においては「数字」での説明
で、写真比較においては「空海」の研究、動画は「分・心・水・
雨・尿・集・冬」の文字を用いて実施します。古典の理解を深
めるためには「唐の四大家の蔵鋒と波磔」の用筆法を中心に
行います。試験は理解を深めるための創意工夫の理解に対
して実施します。

荒金信治（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月20日 教諭
高校書道教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58284号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学
魅力ある書の教材作りと創意工夫
を求めて

　魅力ある書の教材作りにあたり、「人・従・北・化・辛・土・生・
陰・陽・十干十二支」の古文字と用語を用いて行い、雁塔聖
教序の原石写真の観察から雁塔聖教序建立の背景と人物に
触れ、興味と関心を高めたいと思います。臨書においては修
正線の理解から学習意欲を高めるように努めます。始平公造
像記の年代の考察においても想像を高め、試験は書におけ
る他教科との横断教育の在り方と生きる力を育むための思考
力を求めます。

荒金信治（文学部教授）
仲嶺真信（文学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月21日 教諭
高校書道教諭
中学校国語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58285号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 英語英米文学と英語教育Ｉ

　綴り、発音、文法、語彙等どれをとっても日本語と全く異なる
英語を学んだり、教えたりする際、英語史の知識が多少でも
あると、理解が随分違ってくる。とりわけ、種々の例外現象な
どは説明が容易になること請け合いである。1500年に及ぶ英
語の歴史を概観し、その知識･理解がどのように英語教育に
資するかを考える機会にしたい。

田島松二（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月3日 教諭
高校英語教諭
中学校英語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58286号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 英語英米文学と英語教育ＩＩ

　ことばは文化であり、文学作品はそれが属する文化の産物
である。単語レベルで考えた場合でも、一つの単語には歴史
的背景があり、その単語が用いられる文脈がある。近代以降
の英語やその背後の文化を再考してみることで、英語や英語
圏の文化に対する興味をかき立てられ、ひいては学習の動
機付けとなりうることを示したい。

河野豊（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月4日 教諭
高校英語教諭
中学校英語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58287号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 英語英米文学と英語教育ＩＩＩ

　文学作品を読むことの重要性について参加者に考えてもら
えるような講義を行いたい。「解釈する力」を養う授業実践に
向け、まず、現代文学理論に関する講義を行う。その後、実
際に英米文学作品を読解し、解釈する時間を取り、最終的に
は参加者が「文学作品を解釈し、教える」ことについて、独自
の方法論を発見するような場面にまでたどり着きたいと思っ
ている。

山野敬士（文学部准教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月5日 教諭
高校英語教諭
中学校英語教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58288号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/
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別府大学
教科書を読み直すⅠ
（日本中世社会のなかの「村」）

　日本の中世は、今日まで地域社会の基礎的単位となってい
る村が歴史の舞台に登場した時代である。高校日本史の叙
述では中世後期の惣村が中心となっているが、関連の記述
が多くはなく、荘園制成立と村の関係や武士（在地領主・国
人・地侍ら）と村、村の近世的展開などが理解しづらくなって
いるように思われる。本講習では、文書・記録などの史料も用
いて再検討を行いたい。

田村憲美（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月3日 教諭
高校地歴教諭
高校公民教諭
中学校社会教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58289号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学
教科書を読み直すⅡ
（一つのローマ、いくつものロー
マ）

　ローマ帝国は一つの統合された世界としてイメージされるこ
とが多い。しかし、近年のローマ史研究の進展により、帝国各
地域の独自性が注目されてきている。この講習では、とりわ
け西部属州を中心にその独自性をとりあげ、ローマ帝国の中
に位置づける。

山本晴樹（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月4日 教諭
高校地歴教諭
高校公民教諭
中学校社会教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58290号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学
教科書を読み直すⅢ
（これまでの裁判、これからの裁
判）

　本講習では、近時の司法制度改革を射程に、日本の裁判
制度を法制史的観点から考察していく。まずは、法制史学・法
社会学などの成果をもとに、これまでの裁判制度について概
観し、それぞれの時代における法・裁判と社会の諸相につい
て認識を深める。その上で、裁判員制度を主たる題材として
昨今の司法制度改革を様々な角度から検討することによっ
て、現在そしてこれからの日本の裁判に関する諸問題につい
て議論していきたい。

山本弘（文学部助教） 大分県別府市 6時間 平成21年8月5日 教諭
高校地歴教諭
高校公民教諭
中学校社会教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58291号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 マンガ・アニメ研究

　マンガの創作はストーリーの発想が肝要である。本講習前
半では、創作全般に関わる「作品テーマの設定の仕方」を学
習する。ブレーンストーミングからのアイデア発想やキャラク
ター設定、時系列表からストーリーを構成する手法を講義す
る。また後半では、現代の若者の感性に多大な影響を与えて
いるアニメーションについて講義する。手塚治虫と宮崎駿の
対立点と相似点を検証することで、日本アニメーション史を鳥
瞰する。

田代為寛　　ペンネーム　田代しんたろう
（文学部教授）
白石邦俊　　ペンネーム　クニ・トシロウ
（文学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月3日 教諭
高校美術教諭
中学校美術教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58292号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 美術のためのデジタル技法

　目覚しく進歩を続けるパソコン関連分野の成果を、美術教
育に活かさない手はない。本講習では、資料整理や作品保
存に役立つデジタルアーカイブの基礎とともに、デザインの世
界で業界標準ツールとなっている画像処理ソフトを使った実
習を行う。さらに、様々なデザインを見ながら、その画面構成
の特徴を探り考察する。また、与えられるイメージを表現する
コラージュ制作等により画面を構成する要素とその性格を認
識し、構成により引き起こされるデザインの機能や心理現象
を理解する。

川村正敏（文学部准教授）
渡海道英（文学部准教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月4日 教諭
高校美術教諭
中学校美術教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58293号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 映画表現の特質と分析

　映画メディアは学校教育の中では体系的な学習がなされて
いない分野である。にも関わらず、映画の普及は文化的にも
無視できない。この講習では、名作として認知されている映画
を鑑賞しながらその表現の特質を多面的に分析することに
よって、映画メディアの芸術性を理解し、芸術鑑賞の授業に
活かす一端とする。

衛藤賢史（文学部教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月5日 教諭
高校美術教諭
中学校美術教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58294号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 微生物と人間社会とのかかわり

　微生物はあらゆる所に生息し、物質循環に主要な役割を果
たしている。人類は、古代から微生物をうまく利用し、酒など
を製造してきたが、一方で微生物に絶え間なく襲われ苦しめ
られてもきた。本講習では、微生物による環境汚染物質の分
解機構（古川）、Ｒ−プラスミドによる病原細菌の薬剤耐性化
（森井）、病原微生物と生体防御（江崎）、発酵食品製造や有
用物質生産に係る微生物（加藤）について、最近の研究も踏
まえ講義する。

古川謙介（食物栄養科学部教授）
森井秀昭（食物栄養科学部教授）
江崎一子（食物栄養科学部教授）
加藤富民雄（食物栄養科学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月19日 教諭
高校理科教諭
中学校理科教諭
高校農業教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58295号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 遺伝子制御と病気

　21世紀をバイオの時代へと導いた分子生物学の礎となった
DNA研究の足跡をたどる。ヒトにおける、栄養素の消化・吸収
および体内代謝とエネルギー産生およびその制御について
話す。ＡＴＰ産生器官であるミトコンドリアにおける、DNAにより
プログラムされた細胞死（アポトーシス）の制御と病気につい
て話す。また、栄養素の代謝障害に起因する病気の病態と治
療について症例を提示しながら話す。

今野宏之（食物栄養科学部教授）
安房田司郎（食物栄養科学部教授）
米持英俊（食物栄養科学部教授）
樋園和仁（食物栄養科学部准教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月20日
教諭
養護教諭

高校理科教諭
中学校理科教諭
高校・中学保健体
育教諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58296号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 食品と微生物

　本講習では生徒の健康と栄養に関する課題（「食中毒と微
生物」、「食物繊維と微生物」、「新調理法と微生物」及び「発
酵食品と微生物」）をHACCP方式に関連する微生物制御を含
めた立場から説明し、食品微生物研究の最前線について考
察を深めていく。

森口充瞭（食物栄養科学部教授）
西澤千恵子（食物栄養科学部教授）
星野隆（食物栄養科学部教授）
松本比佐志（食物栄養科学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月21日 教諭

高校理科教諭
中学校理科教諭
高校・中学家庭教
諭

6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月12日

平21-
30580-
58297号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学
簿記会計科目群に属する科目の
教育実践法

　本講習では，すべての「商業」担当教諭が会計法規・会計
基準の改廃がとくに著しい簿記会計科目群に属する科目に
おける知識が，現代経済に即して正しく習得されていることが
必要であるという観点から，会計の現代的かつ最新の論点を
習得し，教育現場での教育実践法を再確認，発展せしめるこ
とを目的とする。なお，講習では講師と教師とのコミュニケー
ションを重視したうえで，知識を効率よくかつ確実に習得して
もらう。

髙木正史（国際経営学部准教授） 大分県別府市 6時間 平成21年8月3日 教諭 高校商業教諭 6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58298号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/
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別府大学 現代社会と経営の基本問題

　現代の「企業と社会」で問題となっているリスク・マネージメ
ントをコーポレートガバナンスと企業の社会的責任（CCR）と
の関係で検討し、またファッション・マーケティングという最新
の問題を取り上げ、経営の動向を明らかにする。また、最新
の多国籍企業論における事例として、GE・ナイキ・ウォルマー
トなどの経営戦略について紹介し、経営の動向を明らかにす
る。

中道眞（国際経営学部准教授）
安藤茂樹（国際経営学部教授）
鄭玹朱（国際経営学部准教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月4日 教諭 高校商業教諭 6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58299号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

別府大学 現代社会と会計の基本問題

　まず会計と経営との基本的な関係を検討した後、現代の国
際社会で問題となっている会計的な諸問題を多面的に考え
ていく。国際会計の現代的な問題を最近の金融危機や企業
倒産と関連しながら考え、またサービス産業における経営と
コストの関係が大きな問題となっており、これを病院・福祉経
営と会計との関係から考え、さらに課税と会計の問題はあら
ゆる企業、個人に関わる問題であり、税務会計について検討
する。さらには、経営分析に会計がどのように役立っているか
も考える。

羽生正宗（国際経営学部教授）
関谷忠（別府大学短期大学部教授）
西村明（国際経営学部教授）

大分県別府市 6時間 平成21年8月5日 教諭 高校商業教諭 6,000円 15人
平成21年6月16日～
平成21年7月5日

平21-
30580-
58300号

0977-66-9621
http://www.beppu-
u.ac.jp/

南九州大学
環境に配慮した21世紀型農園芸・
食・造園の展望

現代農業は環境の汚染や食の安全性不安など、重大且つ深
刻な問題に直面している。こういう状況下において、21世紀の
農業を担う人材の教育に必要な”環境”をキーワードとして、
園芸学や造園学に加え、バイオテクノロジー、食品などに関
する幅広い科目を取り入れ、高校教師に必要な幅の広い最
新知識を学ぶ。農業系高校のカリキュラムにすぐに役立つ実
践的な内容を提供したいと考える。

山口　健一（環境園芸学部教授）
杉本　和宏（環境園芸学部教授）
長江　嗣朗（環境園芸学部准教授）
川信　修治（環境園芸学部准教授）
新谷　喜紀（環境園芸学部准教授）
陳　蘭庄（環境園芸学部教授）
紺谷　靖英（健康栄養学部准教授）
外山　英男（健康栄養学部教授）
北川　義男（環境造園学部教授）

宮崎県高鍋町 18時間
平成21年8月20日～
平成21年8月22日

教諭
農業系高等学校
教諭

18,000円 30人
平成21年6月16日～
平成21年7月21日

平21-
30583-
58248号

0985-83-3448
http://www.nankyudai.a
c.jp/index.html

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（屋久島
町立屋久杉自然館）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では、屋久島の自然を学ぶフィールド
ワークを体験する。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

鹿児島県屋久
島町

12時間
平成21年8月22日、
平成21年8月23日

教諭
小学校教員、中学
校理科教員

12,000円 20人
平成21年7月1日～
平成21年7月31日

平21-
70013-
58041号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

科学技術振興機
構

地域科学館等連携講座（屋久島
町立屋久杉自然館）

地域科学館等連携講座では地域の科学館等を会場として講
義、実験・観察など実習により①生徒、児童が実感を伴った
理解を図るための科学館等の活用法について紹介する。ま
た、演習により②科学館等の活用を指導計画に位置づける
ための考察を深める。
なお、本講座の実習では、屋久島の自然を学ぶフィールド
ワークを体験する。

榊原　博子、進藤　明彦（いずれも教員として豊
富な経験を有し、理科教育に関する研究／業務
に携わる科学技術振興機構職員）、藤原真（博物
館学芸員として豊富な経験を有し、科学技術コ
ミュニケーションに関する研究／業務に携わる科
学技術振興機構職員）

鹿児島県屋久
島町

12時間
平成21年12月26日、
平成21年12月27日

教諭
小学校教員、中学
校理科教員

12,000円 20人
平成21年10月30日～
平成21年11月30日

平21-
70013-
58043号

03-5214-7634
http://rikashien.jst.go.jp
/teacher/index.html

沖縄キリスト教学
院大学

死生学・死生観教育の展開法

子どもたちに命の大切さを実感させる教育は大切である。こ
の取り組みは、生きることと死ぬことをどう教育するかにもつ
ながってくると考えられる。家庭で教えられにくい本内容は、
学校教育の場で教示する必要がある。こうした視点を根底に
おき、学校教育また生涯学習教育に今後必要となってくると
考えられる本テーマを総合的に学習する。高齢化社会に伴
い、このような学習は本来なら小学校教育から連動していくこ
とが必要であろう。

近藤功行（教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成21年8月11日 教諭
幼、小、中、高等
学校教諭

7,000円 40人
平成21年6月18日～
平成　年8月4日

平21-
30591-
58097号

098-946-1235 http://www.ocjc.ac.jp/

沖縄キリスト教学
院大学

英文ライティングセミナー

高等学校の英語教諭を対象に英文ライティング技術向上の
ため、特に３つの技術（「物語ふうに書く」「分かりやすく説明
する」「相手を納得させる」）を集中的に指導する。
Improve the teaching of English writing and learn how to
more effectively teach English writing in Narrative,
Descriptive, and Persuasive modes.

Daniel Broudy（准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

12時間
平成21年8月13日～
平成21年8月14日

教諭
高等学校英語教
諭

14,000円 10人
平成21年6月18日～
平成　年8月6日

平21-
30591-
58098号

098-946-1235 http://www.ocjc.ac.jp/

沖縄キリスト教短
期大学

子どものからだと自然

　子どもを取り巻く生活や社会環境は子どものからだやこころ
の育ちに大きく影響している。①生活リズムや生活環境の確
立の遅れ、②子どもの体力・運動能力の低下、③直接体験や
自然体験の少なさが指摘されており、本講義ではそれらの課
題の近年の状況をもとに、保育における環境の在り方につい
て検討する。

山城眞紀子（教授）
照屋建太（講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成21年8月14日 教諭 幼稚園教諭 7,000円 30人
平成21年6月18日～
平成21年7月28日

平21-
35383-
58099号

098-946-1235 http://www.ocjc.ac.jp/

沖縄キリスト教短
期大学

子どもの発達理解

　幼稚園教諭を対象に、出生から小学校入学までの乳幼児
の発達理解を目的とする。①乳幼児の発達理解、②保育現
場での子どもの姿、③子どもとのかかわりに関して講義や演
習を通して学ぶ。試験は筆記により行い、「基本的な事項の
理解」、「実際の保育現場での活用」について評価する。

大城りえ（准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成21年8月11日 教諭 幼稚園教諭 7,000円 30人
平成21年6月18日～
平成21年8月4日

平21-
35383-
58100号

098-946-1235 http://www.ocjc.ac.jp/
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