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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、幼稚園
の役割を広め深める」

　「保育現場での質を高める」「幼稚園の役割を広め深める」
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。

東　重満（光塩学園女子短期大学非常勤講師、
札幌国際大学短期大学部非常勤講師、藤女子
大学非常勤講師、学校法人美晴幼稚園園長、財
団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研
究研修委員長）

北海道札幌市 6時間 平成21年10月16日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年8月10日～
平成21年8月20日

平21-
81345-
58385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、幼稚園
の役割を広め深める」

　「保育現場での質を高める」「幼稚園の役割を広め深める」
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。

汐見　稔幸（白梅学園大学子ども学科教授） 北海道登別市 6時間 平成21年10月10日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年8月1日～
平成21年8月17日

平21-
81345-
58386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、幼稚園
の役割を広め深める」

　「保育現場での質を高める」「幼稚園の役割を広め深める」
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。

鈴木　文明（名寄市立大学短期大学部児童学科
教授）

北海道旭川市 6時間 平成21年9月26日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
81345-
58387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、幼稚園
の役割を広め深める」

　「保育現場での質を高める」「幼稚園の役割を広め深める」
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。

井上　　薫（釧路短期大学幼児教育学部教授）
吉田　耕一郎（元光塩学園女子短期大学教授、
北見北光幼稚園園長、北翔大学非常勤講師、帯
広大谷女子短期大学非常勤講師）

北海道帯広市 6時間 平成21年10月3日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年8月1日～
平成21年8月17日

平21-
81345-
58388号

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

聖学院大学
学校教育における精神衛生と児
童・生徒理解

幼児期・児童期・思春期には特有のさまざまな精神的課題の
特徴などの理解とともに、それらが学校及び家庭生活におい
てどのような問題や課題を抱えるかについて、実際の事例を
ふまえながら述べる。幼児・児童・生徒たち自身とその環境と
の関係性に視点をむけ、「生活」という側面から理解を深め
る。

相川　章子（人間福祉学部准教授） 埼玉県上尾市 6時間 平成21年8月4日 教諭
幼・小・中・高等学

校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58418号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

聖学院大学
学校教育におけるカウンセリング
の役割と課題

いじめや不登校、その他の問題を未然に防ぎ、早期に解決す
ることは、子どもたち一人ひとりが大切にされていると感じ、
楽しく生き生き活動し喜びを実感することのできる学びの場を
保証することにつながる。さまざまな要因が複雑に絡み合っ
ているそれらの問題を正しく理解し適切に対応するために
は、教員としての基本的態度であるカウンセリング・マインドを
習得する必要がある。講義はワークショップ形式でその習得
をめざす。

山田　麻有美（人間福祉学部准教授） 埼玉県上尾市 6時間 平成21年8月5日 教諭
幼・小・中・高等学

校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58419号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

聖学院大学
学校教育における情報機器の活
用法

現代の情報化社会で「生きる力」を児童・生徒たちにはぐくむ
ためには、どの教科を指導する場合でも、情報の科学的な見
方・考え方を理解していなければならない。また、生活指導等
のためにも、情報技術や情報モラル・セキュリティについての
正しい知識に基づいて、情報社会に参画する正しい態度を考
える。さらに、実習を通して、授業や校務に情報機器を活用す
る方法を学ぶ。

国分　道雄（政治経済学部助教） 埼玉県上尾市 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼・小・中・高等学

校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58420号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

埼玉純真短期大
学

子どもの表現とその指導法

子どもの日常生活は「あそび」です。そして、あそびの中に
様々な表現活動を行っています。本講座では、子どもの音楽
表現と身体表現をリズムの観点から見ることによってリズム
や動きを創り出し、子どものリズム感を養う指導法を学びま
す。

木許　　　隆（こども学科准教授）
井筒　紫乃（こども学科准教授）

埼玉県羽生市 6時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校教

諭
5,000円 50人

平成21年8月3日～
平成21年8月7日

平21-
35071-
58394号

048-562-0711 http://www.sai-
junshin.ac.jp

埼玉純真短期大
学

社会科・生活科の学習とその指導
法

教科（生活科・社会科）指導の導入、課題意識、学習意欲が
持続する学習指導計画を検討します。「共に学ぶ」ことを大切
にした学習とは何であるかを検討し、子どもの活動を想定し
ながら、教師の働きかけや工夫、指導計画上の注意点を学
びます。

牛込　彰彦（こども学科教授）
安部　　孝（こども学科専任講師）

埼玉県羽生市 6時間
平成21年8月25日～
平成21年8月26日

教諭 小学校教諭 5,000円 50人
平成21年8月3日～
平成21年8月7日

平21-
35071-
58395号

048-562-0711 http://www.sai-
junshin.ac.jp

千葉大学
「アナログからデジタルへ
体験学習法によるコミュニケーショ
ンの学び」

「アナログからデジタルへ」ということをメインテーマに講習を
行う。教員が生徒一人ひとりの感情や思考と向き合い、同時
に一人ひとりの生徒が自らの感情や思考を表現するに至る
過程を理解できるように、1)コミュニケーション、2)チームビル
ディング、3)企画力をテーマとする体験学習法による研修を構
成します。このことが、教員と生徒のコミュニケーションを改善
することはもちろん、教職員間のチームビルディングに寄与で
きるよう体験した内容を一般化するよう講座を構成する。

徳山　郁夫(千葉大学環境健康フィールド科学セ
ンター　教授)

千葉県柏市 18時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭 全教諭 18,500円 25人 平成21年7月16日～
平21-
10021-
58422号

043-290-2529
http://www.chiba-
u.jp

城西国際大学 情報通信技術と社会

情報通信技術は急速に発達をしており、それが一般社会や
教育に大きな影響を与えている。そこで本講習では情報通信
技術の現状と今後の動向、及びそれらが社会全体にどの様
な影響を与えているかについて1.｢情報通信技術と社会の現
状｣、2.「企業経営と情報通信技術｣、3.｢情報通信社会とリス
ク｣、4.「情報管理技術と活用｣のテーマのもと、総合的に学ぶ
事とする。

久保田　正道（経営情報学部教授）
卜部　正夫（経営情報学部教授）
本田　実（経営情報学部教授）
中田  典規（経営情報学部教授）

千葉県東金市 6時間 平成21年8月26日 教諭
小学校・中学校・
高等学校 教諭

6,000円 70人
平成21年7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30113-
58402号

0475-55-8842 http://jiu.ac.jp

平成２１年度（第６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６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

城西国際大学 人権教育の今日的課題

「世界人権宣言」60周年の節目にあたり、国連人権委員会の
発足と制定過程への歴史的アプローチをおこなうと共に、そ
の後制定された国際的人権条約の中で「児童の権利条約」を
取り上げ、その内容と意義について検討する。あわせて現代
日本の社会における同和問題・女性差別・障害者差別・児童
虐待等の人権保障の課題点に関して考察を深める。

井上　敏博（経営情報学部教授） 千葉県東金市 6時間 平成21年8月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校 教諭

6,000円 70人
平成21年7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30113-
58403号

0475-55-8842 http://jiu.ac.jp

城西国際大学 発達からみた児童・生徒理解

現代の子どもは、どのような育児観のもとで育ってきているの
であろうか。それらを押さえつつ、発達的な観点から児童・生
徒をみることをテーマとする。そもそも発達とはどのような視
点をいうのであろうか。発達の観点も時代の変遷を経てきて
いる。さらに特別支援教育が制度化された今、子どもの発達
からみてどのような問題が生じているのであろうか。それらを
概観する。

庄司　妃佐 (福祉総合学部教授)
大沼　良子 (福祉総合学部准教授 )
加藤　朋江  (福祉総合学部助教)
樟本　千里  (福祉総合学部助教)
田畑　紀美江（福祉総合学部非常勤講師）

千葉県東金市 6時間 平成21年8月28日 教諭
幼稚園、小学校・
中学校・高等学校

教諭
6,000円 70人

平成21年7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30113-
58404号

0475-55-8842 http://jiu.ac.jp

麗澤大学 英語指導法ブラッシュアップ講習

この講習は、英語指導に関する各分野の知識・技能を提供
し、中学校・高校での英語の授業のレベルアップを目指しま
す。講習は、7回のワークショップ(90分)とまとめから成り、最
後のまとめで，講習内容についての討議と試験を行います。

望月正道（外国語学部　教授）
八代京子（経済学部　教授）
Paul C. McVay（外国語学部　教授）
Kerry Hull（外国語学部　准教授）
磯　達夫（外国語学部　准教授）

千葉県柏市
光ヶ丘

12時間
平成21年8月3日～
平成21年8月4日

教諭
中学校、高等学

校、中等教育学校
の英語教諭

12,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
58443号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

麗澤大学
異文化を理解する
－アメリカ・ヨーロッパの社会と文
化－

アメリカ・ヨーロッパとは、ずっと、日本が憧れた「西洋」のこと
でした。しかし今、それらの国々も新たな世界秩序の中で姿
を変えつつあります。アフリカ系アメリカ人が大統領となった
アメリカ、新たな移民国家になりつつあるカナダ、コモンウェル
スからＥＵへという大きな変化の中にあるイギリスに焦点を当
てながら、それらの社会と文化を理解するパースペクティブを
示します。

堀内一史（経済学部　教授）
田中俊弘（外国語学部　准教授）
堀　元子（経済学部　教授）
竹内啓二（経済学部　教授）

千葉県柏市
光ヶ丘

6時間 平成21年8月3日 教諭

小学校教諭、中学
校教諭、高等学校
教諭、中等教育学

校教諭

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
58444号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

麗澤大学
グローバル時代の経済社会を読
み解く

指導する教科の種類を問わず、いまやグローバルな視点は
不可欠の要素といえます。この講習では、金融・企業・人（労
働力）・環境問題など、主に経済の側面から国際社会の新た
な動向に関する教養・理解を深め、教師の国際感覚の向上を
目指します。

下田健人（経済学部　教授）
大場裕之（経済学部　教授）
中島真志（経済学部　教授）
小野宏哉（経済学部　教授）

千葉県柏市
光ヶ丘

6時間 平成21年8月4日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、中等教

育学校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
58445号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

麗澤大学
道徳教育の本質と具体的展開
（A）

道徳教育の本質に関わる問題の考察を通して、小・中学校に
おいては「道徳の時間」を要（かなめ）とする学校の道徳教育
について、教師の理解と意欲を高める。また、児童生徒の実
態に応じ、適切な機会をとらえて道徳教育を展開する意欲と
自信をもつことができることを目標とする。

岩佐信道（外国語学部　教授）
齋藤之誉（経済学部　准教授）

千葉県柏市
光ヶ丘

6時間
平成21年8月5日,
平成21年8月8日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中学
校教諭、高等学校
教諭、中等教育学

校教諭

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
58446号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

麗澤大学
道徳教育の本質と具体的展開
（B）

道徳教育の本質に関わる問題の考察を通して、小・中学校に
おいては「道徳の時間」を要（かなめ）とする学校の道徳教育
について、教師の理解と意欲を高める。また、児童生徒の実
態に応じ、適切な機会をとらえて道徳教育を展開する意欲と
自信をもつことができることを目標とする。

北川治男（外国語学部　教授）
川原容一（柏市社会教育指導員）

千葉県柏市
光ヶ丘

6時間
平成21年8月5日,
平成21年8月8日

教諭
養護教諭

小学校教諭、中学
校教諭、高等学校
教諭、中等教育学

校教諭

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月28日

平21-
30128-
58447号

04-7173-3605
http://www.reitaku-
u.ac.jp/

聖学院大学
学校教育におけるカウンセリング
の役割と課題

いじめや不登校、その他の問題を未然に防ぎ、早期に解決す
ることは、子どもたち一人ひとりが大切にされていると感じ、
楽しく生き生き活動し喜びを実感することのできる学びの場を
保証することにつながる。さまざまな要因が複雑に絡み合っ
ているそれらの問題を正しく理解し適切に対応するために
は、教員としての基本的態度であるカウンセリング・マインドを
習得する必要がある。講義はワークショップ形式でその習得
をめざす。

山田　麻有美（人間福祉学部准教授） 東京都北区 6時間 平成21年8月4日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58415号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

聖学院大学
学校教育における情報機器の活
用法

現代の情報化社会で「生きる力」を児童・生徒たちにはぐくむ
ためには、どの教科を指導する場合でも、情報の科学的な見
方・考え方を理解していなければならない。また、生活指導等
のためにも、情報技術や情報モラル・セキュリティについての
正しい知識に基づいて、情報社会に参画する正しい態度を考
える。さらに、実習を通して、授業や校務に情報機器を活用す
る方法を学ぶ。

国分　道雄（政治経済学部助教） 東京都北区 6時間 平成21年8月5日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58416号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.jp

聖学院大学
学校教育における精神衛生と児
童・生徒理解

幼児期・児童期・思春期には特有のさまざまな精神的課題の
特徴などの理解とともに、それらが学校及び家庭生活におい
てどのような問題や課題を抱えるかについて、実際の事例を
ふまえながら述べる。幼児・児童・生徒たち自身とその環境と
の関係性に視点をむけ、「生活」という側面から理解を深め
る。

相川　章子（人間福祉学部准教授） 東京都北区 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼・小・中・高等

学校教諭
6,000円 40人

平成21年7月16日～
平成21年7月21日

平21-
30089-
58417号

048-780-1914
http://www.seigakuin
.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６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

慶應義塾大学 教育実践研究

本講習は、小学校・中学校・高等学校・の各学校や各教科に
わたり、実際の教育現場に参観し、そこで営まれている生の
教育活動や児童・生徒の活きいきとした学習活動を、授業参
観後に複数の受講生同士で多くの視点から分析しあい、教師
の力量を検討・評価して、受講生みずからの実践に反映させ
ていくことを目的とする。授業担当の講師から提案される教材
開発の発想や授業研究の組立てかたを吸収していくことも期
待される。1回3時間の講習を期間中に16回実施。1月10日を
含め2回以上の受講が必要。

渡辺　秀樹（文学部教授）
相吉　英太郎（理工学部教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）
内田　満（教職課程センター教授）
鹿毛　雅治（教職課程センター教授）
伊藤　美奈子（教職課程センター教授）
竹村　英樹（教職課程センター准教授）
藤本　和久（教職課程センター准教授）
小林　大●（教職課程センター准教授）
　※ ●は示へんに右
松原　一宣（慶應義塾高等学校教諭）
佐野　　正（慶應義塾志木高等学校教諭）
井澤　智浩（慶應義塾志木高等学校教諭）
吉川　龍生（慶應義塾高等学校教諭）
太田　　弘（慶應義塾普通部教諭）

東京都港区
神奈川県横浜
市
埼玉県志木市

6時間

平成21年10月5､6、9、
23日､11月9､11､13､18
日､12月1､4､7､9日、平
成22年1月10日

教諭 全校種 8,000円 20人
平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58373号

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

慶應義塾大学 教育実践研究

本講習は、小学校・中学校・高等学校・の各学校や各教科に
わたり、実際の教育現場に参観し、そこで営まれている生の
教育活動や児童・生徒の活きいきとした学習活動を、授業参
観後に複数の受講生同士で多くの視点から分析しあい、教師
の力量を検討・評価して、受講生みずからの実践に反映させ
ていくことを目的とする。授業担当の講師から提案される教材
開発の発想や授業研究の組立てかたを吸収していくことも期
待される。1回3時間の講習を期間中に16回実施。1月10日を
含め4回以上の受講が必要。

渡辺　秀樹（文学部教授）
相吉　英太郎（理工学部教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）
内田　満（教職課程センター教授）
鹿毛　雅治（教職課程センター教授）
伊藤　美奈子（教職課程センター教授）
竹村　英樹（教職課程センター准教授）
藤本　和久（教職課程センター准教授）
小林　大●（教職課程センター准教授）
　※ ●は示へんに右
松原　一宣（慶應義塾高等学校教諭）
佐野　　正（慶應義塾志木高等学校教諭）
井澤　智浩（慶應義塾志木高等学校教諭）
吉川　龍生（慶應義塾高等学校教諭）
太田　　弘（慶應義塾普通部教諭）

東京都港区
神奈川県横浜
市
埼玉県志木市

12時間

平成21年10月5､6、9、
23日､11月9､11､13､18
日､12月1､4､7､9日、平
成22年1月10日

教諭 全校種 16,000円 20人
平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58374号

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

慶應義塾大学 教育実践研究

本講習は、小学校・中学校・高等学校・の各学校や各教科に
わたり、実際の教育現場に参観し、そこで営まれている生の
教育活動や児童・生徒の活きいきとした学習活動を、授業参
観後に複数の受講生同士で多くの視点から分析しあい、教師
の力量を検討・評価して、受講生みずからの実践に反映させ
ていくことを目的とする。授業担当の講師から提案される教材
開発の発想や授業研究の組立てかたを吸収していくことも期
待される。1回3時間の講習を期間中に16回実施。1月10日を
含め6回以上の受講が必要。

渡辺　秀樹（文学部教授）
相吉　英太郎（理工学部教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）
内田　満（教職課程センター教授）
鹿毛　雅治（教職課程センター教授）
伊藤　美奈子（教職課程センター教授）
竹村　英樹（教職課程センター准教授）
藤本　和久（教職課程センター准教授）
小林　大●（教職課程センター准教授）
　※ ●は示へんに右
松原　一宣（慶應義塾高等学校教諭）
佐野　　正（慶應義塾志木高等学校教諭）
井澤　智浩（慶應義塾志木高等学校教諭）
吉川　龍生（慶應義塾高等学校教諭）
太田　　弘（慶應義塾普通部教諭）

東京都港区
神奈川県横浜
市
埼玉県志木市

18時間

平成21年10月5､6、9、
23日､11月9､11､13､18
日､12月1､4､7､9日、平
成22年1月10日

教諭 全校種 24,000円 20人
平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58375号

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

上智大学 教育内容の充実

児童・生徒の人間としての尊厳とは何か。二日間をかけ、こ
の教育の根本問題について教育学、哲学、倫理学、宗教学、
神学、心理学など多様な学智を総動員して掘り下げること
で、日々の教育実践をその原点において問い直し、教育内容
のいっそうの充実に資する資質・能力の開発を目指す。最終
日は受講者の専門性や関心に応じて教科等別の五つのコー
スに分れ、最新の教科内容、教科教育法等について見識を
深める。

髙祖　敏明（総合人間科学部教授）
湯川　嘉津美（総合人間科学部教授）
渡辺　文夫（総合人間科学部教授）
増渕　幸男（総合人間科学部教授）
長尾　直茂（文学部准教授）
西澤　美仁（文学部教授）
小林　幸夫（文学部教授）
服部　隆（文学部教授）
筱田　健一（理工学部教授）
角皆　宏（理工学部准教授）
後藤　聡史（理工学部講師）
辻　　元（理工学部教授）
川村　信三（文学部准教授）
井上　茂子（文学部教授）
吉田　研作（外国語学部教授）
池田　真（文学部准教授）
和泉　伸一（外国語学部准教授）
瀬本　正之（神学部教授）
竹内　修一（神学部准教授）
岩島　忠彦（神学部教授）
佐久間　勤（神学部教授）
武田　なほみ（神学部助教）
崎川　修（文学部講師）
勝西　良典（文学部講師）

東京都千代田
区

18時間
平成21年9月21日～
平成21年9月23日

教諭
小・中・高等学校

教諭
18,000円 100人

平成21年7月16日～
平成21年9月4日

平21-
30157-
58401号

03-3238-3520
http://www.sophia.ac
.jp/

東京未来大学
障害，不登校，非行，及び教師の
うつの理解と対応

　発達障害，言語障害，不登校，非行などに焦点を当て，事
例や保護者の思いなどを交えながら，子どもや保護者の心理
に迫る。それらへの対応として，実際の指導事例，関係機関
の積極的活用例，学校不適応を未然に防ぐ予防的介入の具
体例などについて解説する。また，教師に必要とされるカウン
セリング的対応と専門機関との連携についても採り上げる。
一方，問題のある保護者や教師の「うつ」の理解と対応につ
いても講義を行う。

伊藤恵子（こども心理学部教授）
府川昭世（こども心理学部教授）
藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）
春日武彦（こども心理学部講師）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 18時間
平成21年8月6日～
平成21年8月8日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高校教
諭 、養護教諭

22,000円 150人
平成21年7月16日～
平成21年8月3日

平21-
30205-
58435号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.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６回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

東京未来大学
障害，不登校，非行，及び教師の
うつの理解と対応

　発達障害，言語障害，不登校，非行などに焦点を当て，事
例や保護者の思いなどを交えながら，子どもや保護者の心理
に迫る。それらへの対応として，実際の指導事例，関係機関
の積極的活用例，学校不適応を未然に防ぐ予防的介入の具
体例などについて解説する。また，教師に必要とされるカウン
セリング的対応と専門機関との連携についても採り上げる。
一方，問題のある保護者や教師の「うつ」の理解と対応につ
いても講義を行う。

伊藤恵子（こども心理学部教授）
府川昭世（こども心理学部教授）
藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）
春日武彦（こども心理学部講師）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 18時間
平成21年8月22日～
平成21年8月24日

教諭
養護教諭

幼・小・中・高校教
諭 、養護教諭

22,000円 150人
平成21年7月16日～
平成21年8月14日

平21-
30205-
58436号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学
子ども及び子どもを取り巻く人々
の理解と対応

①精神医学的な観点から、問題を抱えた子どもや親、教師に
対する理解と対応について解説を行う。具体的テーマは、引
きこもりの生徒・問題のある親・教職員の「うつ」の理解と対応
である。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセリン
グ的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心の理
解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにおける教
師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上げる。

春日武彦（こども心理学部講師）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 6時間 平成21年8月6日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月3日

平21-
30205-
58437号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学 不登校及び非行の理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒
指導の在り方や、関係機関の積極的活用について理解する
ことを目的とし、とりわけ、非行の進度の把握について非行性
という概念を学習することをポイントとする。

藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月7日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月3日

平21-
30205-
58438号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学
発達障害及び言語障害の理解と
支援

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

伊藤恵子（こども心理学部教授）
府川昭世（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月8日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月3日

平21-
30205-
58439号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学
発達障害及び言語障害の理解と
支援

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

伊藤恵子（こども心理学部教授）
府川昭世（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月22日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月14日

平21-
30205-
58440号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学
子ども及び子どもを取り巻く人々
の理解と対応

①精神医学的な観点から、問題を抱えた子どもや親、教師に
対する理解と対応について解説を行う。具体的テーマは、引
きこもりの生徒・問題のある親・教職員の「うつ」の理解と対応
である。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセリン
グ的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心の理
解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにおける教
師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上げる。

春日武彦（こども心理学部講師）
山極和佳（こども心理学部講師）

東京都足立区 6時間 平成21年8月23日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月14日

平21-
30205-
58441号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

東京未来大学 不登校及び非行の理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒
指導の在り方や、関係機関の積極的活用について理解する
ことを目的とし、とりわけ、非行の進度の把握について非行性
という概念を学習することをポイントとする。

藤後悦子（こども心理学部講師）
出口保行（こども心理学部教授）

東京都足立区 6時間 平成21年8月24日
教諭

養護教諭
幼・小・中・高校教

諭 、養護教諭
8,000円 150人

平成21年7月16日～
平成21年8月14日

平21-
30205-
58442号

03-5813-2525
http://www.tokyomira
i.ac.jp/

女子美術大学 美術の可能性を考える

・美術の可能性を考える（18時間）
常に時代を映し出してきた美術。価値観の多様化した現代、
美術のもつ役割や意義が改めて問われている。講習では、
近年の美術史や美術批評など 美術に関する理論やデザイン
の動向、アートプロデュースやマネジメントの役割、美術教科
書をめぐる問題といった、美術を取り巻く今日的な状況を多角
的に検 証しながら、美術の可能性について探ってみたい。

稲木吉一（芸術学部基礎教養教授）
大森達次（芸術学部芸術学科教授）
北澤昭憲（大学院美術研究科教授）
坂田勝亮（芸術学部芸術学科教授）
鈴木淳子(短期大学部造形学科非常勤講師）
藤原えりみ（大学院美術研究科非常勤講師）
南嶌宏（芸術学部芸術学科教授）
面出和子（芸術学部芸術学科教授）
和田やよい（芸術学部デザイン学科非常勤講師）

東京都杉並区 18時間

平成21年
9月5、12日、19日、
10月3日、10日、17日、
11月7日、14日、21日、
12月5日、12日

教諭
中学校・高校の美

術科教員
18,000円 50人

平成21年7月16日～
平成21年8月7日

平21-
30261-
58400号

042-778-6693
http://www.joshibi.a
c.jp/

科学技術振興機
構

先端科学技術講座（東京大学）

「顔学」やデジタルメディアアートの研究で知られる東京大学
の原島博・元教授、苗村健准教授、三次元お絵かきツールの
開発者・五十嵐健夫准教授をゲストスピーカーに迎えて最新
の研究成果を紹介するとともに、研究者や研究生活の実際を
教育現場の皆様に知っていただく。さらに、我が国の将来に
向けた科学技術政策等について当局者から解説を行う。少
人数を活かし、ディスカッションや実習（研究現場見学）を交え
つつ進行する。

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

東京都文京区 6時間 平成21年8月28日 教諭
中学校・高等学校

理科教諭
6,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
70013-
58356号

03-5214-7634
http://rikashien.jst
.go.jp/teacher/index
.html
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平成２１年度（第６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

　子ども理解や保育実践の考察を深めるには、教育現場で実
際に子どもに接し、その体験を共有しながら協議し、講師の
助言を得るのが最上の方法である。この講習では、都内の幼
稚園で保育を実習した上で、講師の教育実践方法の講義を
受け、自らの保育・教育方法の改善の資し、それぞれに考察
を深める。

佐藤　正仁（慶岸寺幼稚園長、貞静学園短期大
学非常勤講師）

東京都千代田
区

6時間
平成21年9月1日～
平成21年9月3日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
81345-
58390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

　第①回は山崎翠先生を迎え絵本を題材に、第②回は佐々
木玲子先生を迎え健康を題材に、第③回は和久洋三先生を
迎え造形あそびを題材にして、具体的事物を通して、教職に
ついての新しい動向を知り子どもの理解について省察を深め
るとともに、実際の保育・教育の現場において実践力を高め
る方法を知る。

山崎　翠（和光大学オープンカレッジ講師、元小
学校教諭、元青山学院女子短大講師）
佐々木玲子（慶應義塾大学体育研究所）
和久洋三（童具館館長、元玉川学園女子短期大
学講師）

東京都千代田
区

6時間
平成21年9月30日,平成
21年11月18日,平成21
年12月16日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
81345-
58391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

　第①回は岸井慶子先生を迎え子どもの育ちを保護者とどの
ように共有するかを題材に、第②回は河邉貴子先生を迎え記
録のとり方と要録の書き方について、第③回は大伴栄子先生
を迎え保育を深めるための自己評価とはを題材にして、教職
についての省察並びに子どもの変化、子育て環境の動向を
知り、学校の内外における連携協力についての理解も深めて
いく。

岸井　慶子（鎌倉女子大学短期大学部教授）
河邉　貴子（聖心女子大学文学部教育学科准教
授）
大伴　栄子（元国立音楽大学教授、東洋英和女
学院大学講師）

東京都千代田
区

6時間
平成21年10月７日,平成
21年11月4日,平成21年
12月9日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 100人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
81345-
58392号

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

社団法人日本幼
年教育会

2009年JAPE夏期幼年教育研修
会

幼稚園教諭としての、より新しい保育技術、専門知識の習得
を目的に　１）子どもの意欲を引き出す「勇気づけ」の方法
２）子どもの表現力を培う方法を学びます。

鈴木光男（東京未来大学こども心理学部准教
授）
甲木有紀（学校心理士、臨床発達心理士）

東京都台東区 6時間
平成21年7月27日～
平成21年7月28日

教諭 幼稚園教諭 15,500円 20人
平成21年7月16日～
平成21年7月22日

平21-
81390-
58396号

06-6746-0784 http://jape.or.jp

慶應義塾大学 近代日本と福澤諭吉

この講習では、日本銀行券にもその肖像が使われていること
から、児童・生徒にもよく知られている福沢諭吉を近代日本研
究の諸成果を踏まえながら、学際的に検討することによって、
教科教育（特に社会科・地理歴史科・公民科）および総合的
な学習の時間の内容を豊かにし、学際的研究の意義を体感
することをめざします。また、近代日本における私立学校の重
要性の再認識も目指しています。一つのテーマを１．５時間の
講習２回で扱い、２テーマと１回の試験で６時間の講習としま
す。

樽井 正義（文学部教授）
小室 正紀（経済学部教授）
岩谷 十郎（法学部教授）
坪川 達也（法学部専任講師）
平野 隆（商学部教授）
西澤 直子（福澤研究センター准教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）

神奈川県横浜
市

6時間

①平成21年9月28日・10
月5日、②10月19日・26
日、③11月9日・16日、
④11月30日・12月7日、
⑤12月14日・21日、⑥平
成22年1月15日・18日、
試験日：平成22年1月18
日、25日

教諭
慶應義塾の附属
学校教員及び私

立学校教員
8,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58370号

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

慶應義塾大学 近代日本と福澤諭吉

この講習では、日本銀行券にもその肖像が使われていること
から、児童・生徒にもよく知られている福沢諭吉を近代日本研
究の諸成果を踏まえながら、学際的に検討することによって、
教科教育（特に社会科・地理歴史科・公民科）および総合的
な学習の時間の内容を豊かにし、学際的研究の意義を体感
することをめざします。また、近代日本における私立学校の重
要性の再認識も目指しています。一つのテーマを１．５時間の
講習２回で扱い、４テーマと１回の試験で１２時間の講習とし
ます。

樽井 正義（文学部教授）
小室 正紀（経済学部教授）
岩谷 十郎（法学部教授）
坪川 達也（法学部専任講師）
平野 隆（商学部教授）
西澤 直子（福澤研究センター准教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）

神奈川県横浜
市

12時間

①平成21年9月28日・10
月5日、②10月19日・26
日、③11月9日・16日、
④11月30日・12月7日、
⑤12月14日・21日、⑥平
成22年1月15日・18日、
試験日：平成22年1月18
日、25日

教諭
慶應義塾の附属
学校教員及び私

立学校教員
16,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58371号

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

慶應義塾大学 近代日本と福澤諭吉

この講習では、日本銀行券にもその肖像が使われていること
から、児童・生徒にもよく知られている福沢諭吉を近代日本研
究の諸成果を踏まえながら、学際的に検討することによって、
教科教育（特に社会科・地理歴史科・公民科）および総合的
な学習の時間の内容を豊かにし、学際的研究の意義を体感
することをめざします。また、近代日本における私立学校の重
要性の再認識も目指しています。一つのテーマを１．５時間の
講習２回で扱い、６テーマと１回の試験で１８時間の講習とし
ます。

樽井 正義（文学部教授）
小室 正紀（経済学部教授）
岩谷 十郎（法学部教授）
坪川 達也（法学部専任講師）
平野 隆（商学部教授）
西澤 直子（福澤研究センター准教授）
米山　光儀（教職課程センター教授）

神奈川県横浜
市

18時間

①平成21年9月28日・10
月5日、②10月19日・26
日、③11月9日・16日、
④11月30日・12月7日、
⑤12月14日・21日、⑥平
成22年1月15日・18日、
試験日：平成22年1月18
日、25日

教諭
慶應義塾の附属
学校教員及び私

立学校教員
24,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
30145-
58372号

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

女子美術大学 美術科鑑賞教育の基礎

・美術科鑑賞教育の基礎(18時間）
昨年度改定された美術科学習指導要領では、これまでの学
習指導要領と同様、わが国の美術作品に対して関心を持た
せることと鑑賞教育がより重要視されている。本講座では、仏
画と絵巻物の鑑賞、鑑賞教育理論、鑑賞教育の諸相などに
ついて話題を提供する。

鹿島繭(短期大学部基礎教養准教授）
前田基成（芸術学部教職課程教授）
稲木吉一（芸術学部基礎教養教授）

神奈川県相模
原市

18時間
平成21年8月4日～
平成21年8月6日

教諭
中学校・高校の美

術科教員
18,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月24日

平21-
30261-
58397号

042-778-6693
http://www.joshibi.a
c.jp/

女子美術大学 感性を育てる美術科教育

・感性を育てる美術科教育(18時間）
心豊かな生活における芸術活動の意義と歴史的理解を深
め、現代の社会において生涯にわたり心豊かに生きる上での
美術教育及び文化芸術のあり方について学習する。

遠藤友麗(麗澤大学人文学部教授）
神奈川県相模
原市

18時間
平成21年8月24日～
平成21年8月26日

教諭
中学校・高校の美

術科教員
18,000円 50人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
30261-
58398号

042-778-6693
http://www.joshibi.a
c.jp/

女子美術大学
生徒指導のための教育臨床心理
学

・生徒指導のための教育臨床心理学　（18時間）
中学校、高等学校の生徒の問題行動について臨床心理学
的、精神医学的に「なぜなのか」を理解し、そこから「どうする
か」について考える。

前田基成（芸術学部教職課程教授）
神奈川県相模
原市

18時間
平成21年8月19日～
平成21年8月21日

教諭
小学校・中学校・
高校のすべての

教諭
18,000円 70人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
30261-
58399号

042-778-6693
http://www.joshibi.a
c.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

　音楽遊びは、心身の成長・発達を促す貴重な空間であり、
そこでは音楽的に豊かで、しかも人間同士の温かな感情の
やりとりが重要となる。音楽が好き、そして人が好きという子
どもたちを育てるために、教育の現場はクオリティの高い、感
動に満ちた音楽体験を提供するものでありたい。教師自身が
音楽的な生活を楽しんだり、美しさに感動する機会を持つな
ど、自己研鑽に励む姿こそが大切な環境になると考えられ、
その点を含め本講座において実践的に考察する。

神原　雅之（国立音楽大学教授・同大学副学長、
日本ダルクローズ音楽教育学会常任理事、リト
ミック研究センター理事、広島音楽アカデミー顧
問）

神奈川県鎌倉
市

6時間 平成21年8月28日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 7人
平成21年7月16日～
平成21年７月31日

平21-
81345-
58389号

03-3237-1080
http://www.youchien-
kikou.com/
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平成２１年度（第６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

財団法人日本ア
ウトワード・バウン
ド協会

「経験からしか学べないこと」
～人間教育のあり方に気づく体験
学習～

自分に自信が持てず、好ましい人間関係を築けない児童生
徒が増えている中、特別活動や総合的学習の時間での教師
のかかわり方が重要である。ここではその基本となる「生きる
力を高める体験活動のあり方」について学ぶ。特にリアリティ
のある野外実習に教師自身が挑戦し、「本気で困難に立ち向
かう経験・人と心からかかわる経験」から、自分自身のあり方
を見つめ直す場とする。また、体験を通じた人間教育の基本
的な考え方を学ぶ。

平野　吉直（信州大学教授）
梶谷　耕一（財団法人　日本アウトワード・バウン
ド協会長野校　校長）
伊原　久美子（大阪体育大学講師）
濱谷　弘志（財団法人　日本アウトワード・バウン
ド協会）

長野県小谷村 18時間
平成21年9月26日～
平成21年9月27日

教諭
小・中学校・高校

教諭
25,000円 16人

平成21年7月16日～
平成21年9月19日

平21-
81395-
58393号

025-557-2211
http://www.obs-
japan.org/index.html

中京短期大学
食事バランスガイド活用法と正し
い朝食のあり方

幼児期から思春期に至るまでの子どもたちを対象に「食べる
こと」の大切さを理解し、実践させることを学ぶ。「早寝、早起
き、朝ごはん」の大切さと、食事バランスガイドに基づいた「食
事バランスチェック、生活リズムの見直し、食べ物クイズ」など
を盛り込んだプレゼンテーションの演習を行う。また、グルー
プに分かれて「朝食メニューコンテスト」の調理実習を行う。

田中　恵子(健康栄養学科准教授)
水野　暢子(健康栄養学科准教授）

岐阜県瑞浪市 6時間 平成21年8月4日 教諭
小・中・高等学校
の家庭科教諭・幼

稚園教諭
7,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
35191-
58423号

0572-68-4555
http://www.j-
chukyo.ac.jp

中京短期大学
モビール制作と造形表現活動へ
の活用

造形表現教育に関わるモビールの作り方と活用方法を学ぶ。
モビールは、２０世紀になって彫刻としての概念を覆す「動く
彫刻」として創り出されたが、美術界にとどまらず家庭や職場
の装飾、商品のディスプレイまた乳幼児の視覚的刺激として
も広く一般社会にも普及し、教育現場でも活用されている。
様々なモビールの紹介と制作過程についての解説を行い、
身近な素材を使ったモビールの制作を行う。

平中　学(保育科教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 平成21年8月5日 教諭
幼稚園教諭、小学

校教諭
7,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
35191-
58424号

0572-68-4555
http://www.j-
chukyo.ac.jp

中京短期大学
青年期まで見通した乳幼児期の
心理発達と教育

まず乳児期から幼児期、児童期、青年期までの子どもの一般
的な心理の発達過程をふまえながら、乳幼児期をとりまく最
近の社会環境の変化と発達への影響について学ぶ。その上
で、一人ひとりの子どもが人間らしく自分らしく生きていくため
に、青年期まで見通して乳幼児期にいま大切に育てたい力と
は何か、どんな教育的工夫や配慮が必要かを考える。

布施　佐代子(保育科准教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 平成21年8月6日 教諭
幼稚園教諭、小・
中学校教諭・高等

学校教諭
6,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
35191-
58425号

0572-68-4555
http://www.j-
chukyo.ac.jp

中京短期大学
電子紙芝居の作り方と活用方法
について

保育や教育の現場などで役立つ楽しい電子紙芝居の作り方
と活用方法を学ぶ。
パソコンのプレゼンテーションソフトを活用し、電子媒体として
作成した紙芝居、絵本、童謡、手遊び、なぞなぞ　等
子どもたちが喜び知識習得に有効な楽しい作品の紹介とプレ
ゼンテーション技術についての解説を行い、
実際に電子紙芝居の作成とプレゼンテーション演習を行う。
作成した作品を持ち帰る為のリムーバブルディスクを各自ご
持参下さい。

石井　成美(保育科教授） 岐阜県瑞浪市 6時間 平成21年8月7日 教諭
幼稚園教諭、小・

中学校教諭
6,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
35191-
58426号

0572-68-4555
http://www.j-
chukyo.ac.jp

静岡大学
小学校算数科の授業改善～数と
式・量と測定～

小学校算数科の指導内容や指導方法について、新しい学習
指導要領を踏まえて、数と式・量と測定領域を中心に考察し
ます。また、中学校数学科との接続についても考察を加えま
す。さらに、グループ討論等を通して、今後の授業改善の方
向性を追究します。

柗元　新一郎（教育学部准教授） 静岡県浜松市 6時間 平成21年8月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
平成21年7月16日～
平成21年8月3日

平21-
10043-
58421号

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

科学技術振興機
構

先端科学技術講座（豊橋技術科
学大学）

第四世代光ディスクの開発者である豊橋技術科学大学の井
上光輝教授、「電子細胞集積回路」の研究者・澤田和明教
授、プラズマを利用したコーティング技術の開発者・滝川浩史
教授をゲストスピーカーに迎えて最新の研究成果を紹介する
とともに、研究者や研究生活の実際を教育現場の皆様に知っ
ていただく。さらに、我が国の将来に向けた科学技術政策等
について当局者から解説を行う。少人数を活かし、ディスカッ
ションや実習（研究現場見学）を交えつつ進行する。

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

愛知県豊橋市 6時間 平成21年8月25日 教諭
中学校・高等学校

理科教諭
6,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
70013-
58355号

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

三重大学 データ解析入門

教育現場において蓄積されている様々なデータは、それを適
切に解析・分析することにより、教育・学校運営等の計画に役
立てることができると考えられる。本講習では、確率・統計、
特に統計的推測の基本的な概念、平均・分散・相関・ヒストグ
ラムとそれらを通したデータの見方、検定の基本的な考え方
などに加えて、回帰分析や主成分分析などの多変量解析の
基本的な考え方とそれらを通したデータの分析の方法をコン
ピュータによる実習を踏まえて理解する。

萩原 克幸（教育学部准教授） 三重県津市 6時間 平成21年9月19日
教諭

養護教諭
全教員 6,000円 40人

平成21年8月3日～
平成21年8月9日

平21-
10049-
58346号

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

科学技術振興機
構

先端科学技術講座（ＡＴＲ）

ヒューマノイド・ロボットの開発に携わる国際電気通信基礎技
術研究所（ＡＴＲ）脳情報研究所の川人光男所長を初めとする
研究スタッフをゲストスピーカーに迎えて最新の研究成果を
紹介するとともに、研究者や研究生活の実際を教育現場の
皆様に知っていただく。さらに、我が国の将来に向けた科学
技術政策等について当局者から解説を行う。少人数を活か
し、ディスカッションや実習（研究現場見学）を交えつつ進行す
る。

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

京都府精華町 6時間 平成21年8月20日 教諭
中学校・高等学校

理科教諭
6,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
70013-
58354号

03-5214-7634
http://rikashien.jst
.go.jp/teacher/index
.html
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平成２１年度（第６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

　年々、特別に支援を要する子ども達が増え、よりよい保育
のあり方や支援のあり方が模索されているところである。保育
の中でどのように子どもを育てて行くのか、また幼稚園全体と
しての支援体制や保護者支援のあり方についても学ぶ。

朝野　浩（立命館大学教職教育推進機構教授、
京都市教育委員会指導部総合育成支援課参
与）

京都府京都市 6時間
平成21年9月16日,平成
21年10月21日,平成22
年2月10日

教諭 幼稚園教諭 6,000円 20人
平成21年8月19日～
平成21年8月29日

平21-
81345-
58384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（大阪大学）

運動や思考などの生命現象が起きる仕組みの研究におい
て、いずれも我が国を代表する研究者である大阪大学生命
機能研究科の柳田敏雄・難波啓一両教授をゲストスピーカー
に迎えて最新の研究成果を紹介するとともに、研究者や研究
生活の実際を教育現場の皆様に知っていただく。さらに、我
が国の将来に向けた科学技術政策等について当局者から解
説を行う。少人数を活かし、ディスカッションや実習（研究現場
見学）を交えつつ進行する。

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

大阪府吹田市 6時間 平成21年8月18日 教諭
中学校・高等学校

理科教諭
6,000円 20人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
70013-
58353号

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

神戸市外国語大
学

英語教授法

過去の主な教授法ならびに新傾向や新機軸を概観し、様々
な教授法を学ぶ。次に受講者自身の教授法や指導技術につ
いて振り返り、分析、内省をする。さらに必要ならば、自分の
教育実践を改善する。これらの目的を達成するため、教授法
のテキストを読み、実際に教授法を実演し、それについて討
議を行う。またそれぞれの教育実践の場に、学んだ教授法や
指導技術を導入することで授業改善を図る。

村田　純一 (外国語学部教授)
兵庫県神戸市
西区

18時間

平成21年9月25日～平
成22年1月8日の毎週金
曜日（12/25, 1/1を除く）
19：40～21：10

教諭
中・高等学校教諭
(TOEIC750点以上

保持者）
33,000円 5人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
20043-
58411号

078-794-8161
http://www.kobe-
cufs.ac.jp

神戸市外国語大
学

英語教育指導分析

語学指導者としての資質向上を図るとともに自立した教育者
への成長を目指すために、観察と内省を核とする授業分析法
を学ぶ。履修者は、個々の実践現場における授業の計画・実
践・観察・記録・内省・分析を通して、授業改善に必要な要素
は何かを考察し、議論します。

玉井　健 (外国語学部教授）
兵庫県神戸市
西区

18時間
平成21年9月26日～平
成22年1月9日の毎週土
曜日(12/26, 1/2を除く）

教諭
中・高等学校教諭
(TOEIC750点以上

保持者）
33,000円 5人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
20043-
58412号

078-794-8161
http://www.kobe-
cufs.ac.jp

神戸市外国語大
学

コミュニケーションと文法指導

伝統文法の支配する教室での文法指導に対して、語用論や
談話文法の基礎概念を学ぶ過程で「使用」を前提とした文法
指導を考え、コミュニケーション指導に貢献できる新たな文法
指導の視座を求めます。

山口　治彦 (外国語学部教授）
兵庫県神戸市
西区

18時間
平成21年9月26日～平
成22年1月9日の毎週土
曜日(12/26, 1/2を除く）

教諭
中・高等学校教諭
(TOEIC750点以上

保持者）
31,000円 5人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
20043-
58413号

078-794-8161
http://www.kobe-
cufs.ac.jp

神戸市外国語大
学

スピーチ・コミュニケーションＢ

このコースの目的は、小学校教師が授業中に自信を持って
英語を使用して授業が行えるようになることを目指したもので
ある。Halliwell's(1992)は学習者からさまざまな反応を引き出
すために行う活動の5つのカテゴリーを定めており、それを元
に一定のフレームワークを提供する。こうした活動のアイデア
は、多様な言葉の使用状況や学習者の異なるレベルで活用
していくことができる。この授業ではこうしたアクティビティを紹
介し、それらをモデルとして実践と発表を行っていく。

Lori Zenuk-Nishide (外国語学部准教授）
兵庫県神戸市
西区

18時間

平成21年9月26日～
平成22年1月9日の毎週
土曜日(12/26, 1/2を除
く）

教諭
中・高等学校教諭
(TOEIC750点以上

保持者）
34,000円 5人

平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
20043-
58414号

078-794-8161
http://www.kobe-
cufs.ac.jp

甲南大学 古地図から歴史を読み解く

古地図を活用して地域の歴史を知るための基本的な手法を、
神戸を中心とした京阪神地域を対象として学ぶ。地図の歴史
や古地図が示す地域の歴史について講義し、また、ワーク
ショップとして古い地形図を彩色し情報を読み取る作業を実
施する。

佐藤泰弘（文学部教授）
東谷智（文学部准教授）
鳴海邦匡（文学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月7日 教諭
中学校(社会)・高
校(地歴)の教諭

5,000円 30人
平成21年7月16日～
平成21年7月22日

平21-
30460-
58378号

078-435-2673
http://www.konan-
u.ac.jp/faculty/lett
ers/index.html

甲南女子大学 源氏物語の成立と影響

『源氏物語』の成立から主だった登場人物論、影響を受けた
文化まで幅広く解説を行う。（１）『源氏物語』の成立と作者紫
式部、（２）『源氏物語』の登場人物たち、（３）『源氏物語』の影
響を受けた文化―絵巻・源氏絵・香道など、（４）『源氏物語』
の伝本と注釈書、とし、最終講義時は本大学図書館が所蔵す
る最古級の『源氏物語』古写本、及び江戸時代に出版された
注釈書の数々を実際に鑑賞してもらいたい。

米田　明美（文学部教授） 兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月26日 教諭

小学校教諭（全
科）・中学校・高等
学校（国語科）教

諭

6,000円 30人
平成21年7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30461-
58376号

078-413-3244
http://www.konan-
wu.ac.jp

甲南女子大学 シェイクスピアと演劇教育の効用

講義への導入として最初にシェイクスピアおよびシェイクスピ
ア時代の劇場と役者について概説する。次にシェイクスピア
戯曲のテキストについて、本学図書館所蔵の貴重図書を教
材に用いて､各種刊本の問題点を検討する。
講義の後半では、学校教育における演劇教育の効用、子ど
もにシェイクスピア戯曲を上演させる意義と諸問題を検討す
る。

高山　吉張（文学部名誉教授） 兵庫県神戸市 6時間 平成21年8月26日 教諭
中学校・高等学校

（英語科）教諭
6,000円 30人

平成21年7月16日～
平成21年7月23日

平21-
30461-
58377号

078-413-3244
http://www.konan-
wu.ac.jp

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅰ-A  小学
校英会話

本講座では、小学校英語活動の授業案に扱われる目標表現
と語彙、基礎的なクラスルーム・イングリッシュを身につける。
発音クリニックでは、自然な英語音を習得し、英会話力のブ
ラッシュ・アップを目指す。

石原 敬子 （現代人間学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58405号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅰ-B  小学
校英語授業法

本講座では、TPR、歌、ゲーム、チャンツ、物語を使った授業
法と理論をワークショップ形式で体験する。理論と実践の両
面から、明日の授業に使える授業を考える参加型の講座で
ある。

金山　敬 （京都外国語大学大学院非常勤講師、
京都外国語大学非常勤講師、姫路獨協大学非
常勤講師、梅花女子大学非常勤講師）

福智 佳代子 （現代人間学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58406号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅰ-C  小学
校英語授業運営

本講座では、英語ノートを活かした授業案、教具・ワークシー
トの作り方と活用法、電子黒板を活用した英語活動の進め方
を体験する。その結果を評価、ポートフォリオの作成など評価
のあり方を考える。

金山　敬 （京都外国語大学大学院非常勤講師、
京都外国語大学非常勤講師、姫路獨協大学非
常勤講師、梅花女子大学非常勤講師）

福智佳代子 （現代人間学部准教授）

兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58407号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp
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平成２１年度（第６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

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅱ-A  小学
校英会話

本講座では、小学校英語活動で扱われる目標表現と語彙、
より適切なクラスルーム・イングリッシュを使いこなすことを目
指す。発音クリニックでは、自然な英語音を習得し、英会話力
のブラッシュ・アップを目指す。

石原 敬子 （現代人間学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58408号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅱ-B  小学
校英語授業法

本講座では、コミュニケーションに焦点を当てた活動からタス
クを使った授業法など言語習得理論と授業法をワークショッ
プ形式で体験し、明日の授業を豊かにする活動を考える参加
型の講座である。

福智 佳代子（現代人間学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58409号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp

神戸海星女子学
院大学

小学校英語実践講座Ⅱ-C  小学
校英語授業運営

本講座では、英語ノートを活かしたコミュニケーション能力を
養う授業案とワークシートの活用法、電子黒板を活用した発
展的な英語活動の進め方を体験する。さらに模擬授業案を作
成し、指導と評価の一体化を考える。

福智 佳代子（現代人間学部准教授） 兵庫県神戸市 6時間
平成21年8月5日～
平成21年8月7日

教諭
小学校教諭、中

学・高等学校教諭
（英語）

6,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月 3日

平21-
30462-
58410号

078-801-2277
http://www.kaisei.ac
.jp

島根大学 地域と学校のつながりを考える

「地域の教育力を生かして」「学校と地域の連携」というセンテ
ンスは昨今当たり前のように教育現場で使われている。同時
に「学校支援ボランティア」という言葉も広く使用されるように
なった。この講座では、地域の教育力や学校支援ボランティ
アについて①地域の教育力・学校と地域の連携という考え方
②「地域人材の活用」という視点のもたらすもの③学校と地域
の連携④学校支援ボランティアのコーディネーション　という４
点を中心に具体的事例等を参考にしながら考えていきたい。

川上　洋子（生涯学習教育研究センター准教授）
島根県隠岐の
島町

6時間 平成21年11月15日
教諭

養護教諭

小学校・中学校教
員・特別支援学校

教員
6,000円 30人

平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
10063-
58427号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学 地域と学校のつながりを考える

「地域の教育力を生かして」「学校と地域の連携」というセンテ
ンスは昨今当たり前のように教育現場で使われている。同時
に「学校支援ボランティア」という言葉も広く使用されるように
なった。この講座では、地域の教育力や学校支援ボランティ
アについて①地域の教育力・学校と地域の連携という考え方
②「地域人材の活用」という視点のもたらすもの③学校と地域
の連携④学校支援ボランティアのコーディネーション　という４
点を中心に具体的事例等を参考にしながら考えていきたい。

川上　洋子（生涯学習教育研究センター准教授） 島根県浜田市 6時間 平成21年11月7日
教諭

養護教諭

小学校・中学校教
員・特別支援学校

教員
6,000円 50人

平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
10063-
58428号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学
現代学校教育の課題－「変革」を
担う教師の役割

21世紀という時代は，あらゆる社会的組織・制度に「変革」を
求めており，学校教育についてもそのあり方が改めて問われ
ている。本講座では，学校に内在する「問題」の理解と課題解
決のための道筋について，「教師の仕事」という視点から，受
講者とともに考える。

高岡信也（教育学部教授）
肥後功一（教育学部教授）

島根県隠岐の
島町

6時間 平成21年10月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教員

6,000円 30人
平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
10063-
58429号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学 体育系部活動：運動指導の基礎

　本講習では，現在少子化から縮小化が進んでいる部活動を
テーマに，部活動の意義や部活動の問題点について取り上
げるとともに，中学校および高等学校で運動部の指導に関わ
る教員にとって理解しておきたい現場で活用できる運動指導
の基礎について，運動心理学や運動生理学の観点から講義
を行う。

齋藤重德(教育学部教授）
伊藤豊彦（教育学部教授）
原　丈貴（教育学部講師）

島根県隠岐の
島町

6時間 平成21年11月14日 教諭
中学校・高等学校

保健体育教員
6,000円 30人

平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
10063-
58430号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学
自然の不思議を考える－人間と
自然を理解する科学の視点ー

　自然の仕組みはどうなっているか，科学的な基本理解を深
めることは，児童・生徒にも学校教員にも必要である。地球環
境問題が２１世紀の人類的課題になっている現在，自然であ
れ社会であれ，世界を問うことと自分を問うこととが驚くほど
近くにある時代を誰もが生きている。それを考える契機とし
て，改めて自然の不思議を考えてみたい。水の不思議など物
質理解のための講義であるが，自然科学の専門的な予備知
識を前提にしない。

坂本一光（教育学部特任教授）
島根県隠岐の
島町

6時間 平成21年10月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教員

6,000円 30人
平成21年8月1日〜
平成21年8月31日

平21-
10063-
58431号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学
自然の不思議を考える－人間と
自然を理解する科学の視点ー

　自然の仕組みはどうなっているか，科学的な基本理解を深
めることは，児童・生徒にも学校教員にも必要である。地球環
境問題が２１世紀の人類的課題になっている現在，自然であ
れ社会であれ，世界を問うことと自分を問うこととが驚くほど
近くにある時代を誰もが生きている。それを考える契機とし
て，改めて自然の不思議を考えてみたい。水の不思議など物
質理解のための講義であるが，自然科学の専門的な予備知
識を前提にしない。

坂本一光（教育学部特任教授） 島根県浜田市 6時間 平成21年11月8日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教員

6,000円 50人
平成21年8月1日〜
平成21年8月31日

平21-
10063-
58432号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学 異校種体験ワークショップ

学校種を越えた一貫した教育指導体制を構築していく上で、
異校種理解および異校種間の連携は地域をあげて取り組む
べき重要な教育課題の一つである。本講習では、島根県教
育委員会が実施する「教職経験11年目研修」の中の異校種
体験活動を活用して異校種の教育活動への理解を深め、児
童生徒への望ましい指導のあり方について考える。また研修
体験を通して、異校種連携の充実を図るための諸課題を明
確化するとともに、課題解決についての取り組みについて討
議検討する。

高岡信也（教育学部教授）
西田忠男（教育学部准教授）
金子泰久（教育学部准教授）

島根県松江市 12時間
平成21年8月24日～
平成21年12月25日

教諭
島根県教員11年
目研修該当者

6,000円 20人
平成21年7月20日～
平成21年8月10日

平21-
10063-
58433号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/

島根大学 異校種体験ワークショップ

学校種を越えた一貫した教育指導体制を構築していく上で、
異校種理解および異校種間の連携は地域をあげて取り組む
べき重要な教育課題の一つである。本講習では、島根県教
育委員会が実施する「教職経験11年目研修」の中の異校種
体験活動を活用して異校種の教育活動への理解を深め、児
童生徒への望ましい指導のあり方について考える。また研修
体験を通して、異校種連携の充実を図るための諸課題を明
確化するとともに、課題解決についての取り組みについて討
議検討する。

高岡信也（教育学部教授）
西田忠男（教育学部准教授）
金子泰久（教育学部准教授）

島根県浜田市 12時間
平成21年8月25日～
平成21年12月25日

教諭
島根県教員11年
目研修該当者

6,000円 20人
平成21年7月20日～
平成21年8月10日

平21-
10063-
58434号

0852-32-6495
http://www.shimane-
u.ac.jp/
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

岡山短期大学
里山保育－身近な地域の自然と
文化を基とする保育活動の研究
－

近年、こどもの心身発達への有効性から自然を積極的に取り
入れた保育が見直されている。本講座では、地域自然の代
表である里山を取り上げ、幼児に対する自然体験活動の実
践・演習および自然と人との営み（文化・歴史）に関する講義
を行う。地域の自然を活かす具体的活動の計画・実践力向上
を目指すだけでなく、地域理解・環境教育へとつながる保育・
幼児教育力養成・スキルアップを目的とする。

尾崎聡（岡山学院大学キャリア実践学部教授）
山口雪子（幼児教育学科准教授）

岡山県倉敷市 6時間 平成21年11月7日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
35311-
58349号

086-428-2651
http://www.owc.ac.jp
/

岡山短期大学 園児に対する食育指導について

幼児期は発育ならびに味覚形成のうえからも食育指導が不
可欠である。栄養素過不足による栄養障害、偏食、孤食など
の問題点を解消するために、スローフード実践方法や食に関
する指導方法と効果的な指導媒体の利用について解説す
る。また、食物アレルギーについても言及し、療法や食品表
示の最新事情を解説する。

友近健一（岡山学院大学人間生活学部教授）
岡本喜久子（岡山学院大学人間生活学部准教
授）
三宅由紀子（岡山学院大学人間生活学部講師）

岡山県倉敷市 6時間 平成21年11月14日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
35311-
58350号

086-428-2651
http://www.owc.ac.jp
/

岡山短期大学 幼稚園における発達支援

幼児教育の現場における、いわゆる「気になる子ども」の存在
やその対応の仕方がクローズアップされて久しい。本講習で
は、小学校における特別支援教育の実践を担った講師が、
臨床発達の立場から講義を行う。さらに、グループワークや
ソーシャルスキルカードの作成などの演習によって学びを深
める。

井頭久子（幼児教育学科講師）
竹中一平（幼児教育学科講師）

岡山県倉敷市 6時間 平成21年11月21日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年8月1日～
平成21年8月31日

平21-
35311-
58351号

086-428-2651
http://www.owc.ac.jp
/

国立青少年教育
振興機構

生徒指導・学級経営に活かす体
験活動
（国立吉備青少年自然の家）

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童の集
団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活動の
指導技術を身に付ける。また，学習指導要領における体験活
動の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動に体験活
動を取り入れる方法を講義や実習を通して習得する。主な内
容は，「火起こし体験と野外炊事」，「オリエンテーリング」「学
級経営に活かす体験活動」の実習，「子どものコミュニケー
ションの現状と課題」や「体験活動の指導法」の講義。主な受
講対象者は小学校教諭とするが，中学校教諭も受講可能。

山岸　裕（大阪経済大学経営学部　専任講師）
米谷　正造（川崎医療福祉大学　医療技術学部
教授）
中吉　浩一郎（国立吉備青少年自然の家　主任
企画指導専門職）
石川　順雄（国立吉備青少年自然の家　企画指
導専門職）
山根　光昭（国立吉備青少年自然の家　企画指
導専門職）
山本　哲也（国立吉備青少年自然の家　企画指
導専門職）
新田　治彦（国立吉備青少年自然の家　企画指
導専門職）

岡山県加賀郡 18時間
平成21年8月17日～
平成21年8月19日

教諭 小学校教諭 21,790円 40人
平成21年7月16日～
平成21年7月29日

平21-
70025-
58379号

0866-56-7232
http://www.niye.go.j
p/

九州女子大学
幼児期の音楽表現活動の課題と
実践

本講座では、幼稚園教諭として専門性をより高めるために、
幼児の音楽表現活動の内容を演習形式で実施する。前半は
子どものうたを中心にピアノ伴奏法について取り組む。演奏
の課題を明らかにし、演奏方法について実践を通して学ぶ。
後半は幼児教育で特に必要とされるリズム楽器の基本的な
演奏技術習得と、合奏を通して作品を完成させる。

片山　順子（九州女子短期大学 初等教育科准教
授）
伊豆　千栄美（人間科学部講師）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月20日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58357号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 「生きる力」を育む表現遊び

子どもの「出会い」「感じる」「表わす」ことの意義を探るための
情報と教材を提供し、実践と考察をもって、子どもの「表現」を
支援、指導するための保育・教育力の向上を目指す。子ども
の感じる力を伸ばし、表わす力を引き出すためにはどのよう
な視点、準備が重要なのか。更に、子どもが日々出会い学ん
でいることを確かな力として定着させることができるか。以上
の課題を、「表現」の領域だけではなく、「身体（健康）」「人間
関係」「言葉」「環境」の領域との関連性にも留意し、具体的な
表現活動、素材体験を通して考察する。

谷口　幹也（人間科学部講師）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月19日 教諭 幼稚園教諭向け 6,300円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58358号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
幼稚園教育現場における保護者
対応

現在、幼稚園教諭には従来の保育に加え、保護者の支援な
ど子ども家庭援助が求められている。しかし一方で、関係づく
りが難しい保護者も増加し、保育者が頭を悩ませているのも
事実である。本講義では、教諭と保護者の良好な関係性の
構築に着目し、教諭が保護者との信頼関係を良好に形成す
るための関連要因を考えるとともに、保護者と信頼関係を構
築する上で効果的な働きかけやアプローチのあり方を考察す
ることを目的とする。

中山　智哉（九州女子短期大学 初等教育科講
師）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58359号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
豊かな「ことば」の世界を求めて－
詩的表現にみる「ことば」の豊かさ
－

「おがわのマーチ」（工藤直子）「春に」（谷川俊太郎）の二編
の詩の朗読台本を作成することを通して、詩の読み方、教材
分析の仕方を理解させたあと、金子みすゞの代表詩16編につ
いて、金子みすゞの詩の特性である「優しさと悲しみ」の詩的
表現の豊かさを読み味わう。

中谷　雅彦（人間科学部教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月21日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58360号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 算数的活動のねらいとその指導

新しい算数科学習指導要領では、算数的活動が重視されて
いる。この算数的活動のねらいを的確に理解しておくことは、
指導法を考える上でも必要なことである。この講習では、算数
的活動のねらいを「創造的学習力」の育成にあるととらえられ
ること、また、そのための指導法として「オープンエンドアプ
ローチ」などが有効であると考えられることを解説する。

山下　昭（人間科学部教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月19日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58361号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧

九州女子大学
理科における観察実験指導の在
り方

新しく前倒しで実施に入った小学校理科の目的や目標、及び
その指導に関する基礎基本を理解し、学校現場での授業設
計及び実践に資する。特に、観察実験の指導の在り方を中心
にして、その目的・意義、観察実験の形態や実践上の留意点
などを学習する。また、学校安全の重要性を安全指導や安全
教育の面から理解し、理科室及び準備室の管理運営や特に
薬品の整理管理の在り方を、関係法令と関連づけて学習す
る。

平山　静男（九州女子短期大学 初等教育科講
師）
中村　重太（人間科学部教授）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月20日 教諭 小学校教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58362号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 養護教諭の実践力を高める

この講習では、養護教諭の実践力を高めることを目的とし、1)
「これからの養護教諭の職務Ⅰ」、2)「これからの養護教諭の
職務Ⅱ」、3)「健康相談活動を中心とした学校保健の動向」、
以上３点を中心とした講義と演習を行う。

磯田　宏子（九州女子短期大学 養護教育科准教
授）
山脇　眞弓（九州女子短期大学 養護教育科准教
授）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月25日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58363号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 「健康」教育思想

教育思想の中でも「健康論」は養護教諭だけでなく学校教育
担当者の強い関心のテーマと思われる。≪心身の健康≫に
留まらず、ＷＨＯ（世界保健機構）憲章に学び≪社会的安寧・
良好≫をめざす健康観さらにスピリットの視点を加味した四
面体モデルの健康観を考察することとする。古典的教育思想
家として日本の貝原益軒『和俗童子訓』『養生訓』と英国の
ジョン・ロック『教育に関する考察』を用いて検討を加え「温故
知新もって師と成すべし」の体得享受をめざすこととしたい。

大庭　茂美（九州女子短期大学 養護教育科教
授）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月24日
教諭

養護教諭
教諭・養護教諭向

け
6,000円 50人

平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58364号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学 発達障害児の理解と支援

近年特別支援教育からの関心として、感覚器そのもののみな
らず、脳・神経系の障害のメカニズムへの注目が高くなってい
るが、その理解をすすめるための方法のひとつとして生理学
的アプローチ、特に生理指標を中心に解説する。また、心と
身体の関係という視点より、特別支援の対象となる児童・生
徒の、他の児童・生徒とのコミュニケーション場面で起こしうる
二次的障害の問題を取り扱い、その見立てと支援について、
実技体験を通じて検討する。

石黒　栄亀（九州女子短期大学 養護教育科講
師）
堀江　幸治（九州女子短期大学 養護教育科准教
授）

福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月26日 養護教諭 養護教諭向け 6,000円 50人
平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58365号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
家庭科教育内容に関する研究情
報（衣）

1.被服選択に関する最新の情報としてタグ類（例えば、洗濯
の絵表示、サイズ、素材など）について講義する。 2.新素材に
ついて表記方法の改正など。 3.被服に関する安全教育、リサ
イクルと環境の関係などについて考える。 4.家庭科の衣領域
としての問題を考える。 5.簡単な実習を行う予定。

中井　明美（家政学部教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月26日 教諭
中・高等学校家庭

科教諭向け
6,000円 50人

平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58366号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
家庭科教育内容に関する研究情
報（食）

1.食育基本法が成立した背景について考察する。 2.食料自
給率に関する問題を考え、日本の気候風土に根ざした食生
活の見直しの重要性について取り上げる。 3.食の安全を取り
まくシステムを考察する。 4.学力を育成する家庭科（食物領
域）について考える。

加藤　佳子（家政学部准教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月25日 教諭
中・高等学校家庭

科教諭向け
6,000円 50人

平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58367号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
家庭科教育内容に関する研究情
報（住）

国土交通省策定の「住教育ガイドライン」を参考に、住教育情
報の発信源を紹介する。さらに、講師の開発した教材のうち
実践へと展開しやすい2例①室内の騒音と防音の工夫　騒音
計で測定してみよう！（騒音計の取り扱い方法の指導と、騒
音計を用いない授業も紹介）　②高校・大学卒業後の「ひとり
暮らしの住まい選び」を紹介する。

岡　俊江（家政学部教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月24日 教諭
中・高等学校家庭

科教諭向け
6,000円 50人

平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58368号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

九州女子大学
「筆えんぴつ」による手書き文字教
育の試み

筆の時代から鉛筆・ボールペンの時代を経て、近年は筆記用
具の主流がパソコンキーボードという時代になってきました。
現在では文字は「打つ」ものであり、「書く」という伝統的な文
化が忘れられがちになっています。この講義では、鉛筆であ
りながら筆の書き味を体感できる「筆鉛筆」という特別な鉛筆
を使用し、｢国語」｢書道」教諭に限らず、幼稚園から高校まで
の教育現場における肉筆で文字を「書く」ことの指導の可能
性や意義について考えてみたいと思っています。

大迫　正一（人間科学部准教授）
福岡県北九州
市

6時間 平成21年 8月26日 教諭
幼・小・中・高等学

校教諭向け
6,300円 50人

平成21年 7月16日～
平成21年 8月10日

平21-
30541-
58369号

093-693-3275
http://www.kwuc.ac.j
p/

佐賀大学
学校における疾病予防と保健管
理

社会の変化による子供たちの健康の現代的課題に養護教諭
が教育職として専門職として適切に対応できる専門性・独自
性・企画力・調整能力を理解するとともに、学校における疾病
予防と保健管理を中心に、最新の知識の習得・実践（コア・コ
ンピテンシーの理解）に繋ぐことができることを目的とする。
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「免疫
学：麻疹・性感染症・エイズの実相」「環境保健：食中毒の実
相/アレルギー」「養護概説」などの内容を中心に講義を行う。

尾崎　岩太(保健管理センター准教授)
千々岩　峰子(佐賀大学附属中学校　養護教諭)

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月28日 養護教諭 養護教諭 6,000円 30人
平成21年7月16日～
平成21年7月24日

平21-
10075-
58380号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/

佐賀大学
最新の健康教育に繋げる養護教
諭の実践

社会の変化による子供たちの健康の現代的課題に養護教諭
が教育職として専門職として適切に対応できる専門性・独自
性・企画力・調整能力を理解するとともに、養護教諭がとるべ
き行動の判断基準となる最新の知識の習得・実践に繋ぐこと
ができることを目的とする。
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「救急
処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」などの内容を中
心に講義を行う。

濱崎　雄平(医学部教授)
佐藤　武(保健管理センター教授,医学部大学院
博士課程教員（併任））
千々岩　峰子（佐賀大学附属中学校　養護教諭）

佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月27日 養護教諭 養護教諭 6,000円 30人
平成21年7月16日～
平成21年7月24日

平21-
10075-
58381号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/
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佐賀大学 子どもの心をつなぐ学級づくり

ワークショップ形式で、体験学習をする。いじめやけんかの対
応、班作り、ピアサポート、コミュニケーショントレーニングな
ど、子どもと子どもがつながっていくための学級づくりの理念
と方法論を学び、スキルを高める。

松下　一世（文化教育学部准教授） 佐賀県佐賀市 6時間 平成21年8月20日 教諭 小、中学校教諭 6,000円 50人
平成21年7月16日～
平成21年7月24日

平21-
10075-
58382号

0952-28-8216
http://www.saga-
u.ac.jp/

熊本大学
体験活動の教育的意義と集団宿
泊学習における企画・立案の実際

  １日目は、体験活動の意義や新学習指導要領における体
験活動の位置づけについて理解を図るとともに、レクリエー
ションワークや野外料理活動を通じて、技術指導や安全管理
等を含め、集団宿泊学習時における指導方法を学ぶ。
  2日目は、前日の講義・実習を踏まえて体験活動におけるプ
ログラム立案方法及びその作成を行い、今後の体験活動の
実施に際しどのように活かしていくかを検討する。

硯川　眞旬（教育学部教授）
後藤　貴浩（教育学部准教授）
紫垣　俊光(国立阿蘇青少年交流の家企画指導
専門職)
中村　宗義(国立阿蘇青少年交流の家企画指導
専門職)

熊本県阿蘇市 12時間
平成21年10月10日～
平成21年10月11日

教諭 小・中学校の教諭 12,106円 30人
平成21年7月16日～
平成21年8月31日

平21-
10077-
58347号

096-342-2528
http://www.kumamoto-
u.ac.jp/

熊本大学
フィールドワークから学ぶ阿蘇の
火山

フィールドワークや講義をとおして阿蘇の「火山活動による土
地の変化・火山噴火と災害」について学ぶ。特に火山灰等に
ついて学ぶとともに、火山の噴火について調べる。また、あわ
せて中学・高等学校の理科（地学分野）の教材としての活用
を考える。

渡辺一徳（教育学部講師） 熊本県阿蘇市 6時間 平成21年11月7日 教諭
中・高等学校の教

諭
6,106円 30人

平成21年7月16日～
平成21年9月18日

平21-
10077-
58348号

096-342-2528
http://www.kumamoto-
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

　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幼児期の発達特性、幼稚園における特別支援②教育
課程の編成と指導計画、幼小の接続期教育　などを中心に
講義を行う。

蓑毛　良助（鹿児島国際大学教授）
大坪　治彦（鹿児島大学教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成21年8月5日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 50人
平成21年7月16日～
平成21年7月31日

平21-
81345-
58383号

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

沖縄キリスト教学
院大学

開発教育指導者養成講座

現代はグローバル社会と言われる時代になりました。世界中
の様々な情報が瞬時に届けられ、世界は私たちにとって身近
な存在となりました。しかしその反面、この世界のどこかでは
今も多くの問題が存在しています。国境や文化を越え、自分
と世界のつながりに気づき・考え・行動できる国際理解教育
（地球市民教育）を実施します。本講座は参加型教育を取り
入れた実践講座となります。

新垣　誠（准教授）
沖縄県中頭郡
西原町

12時間
平成21年8月14日～
平成21年8月15日

教諭 全教諭 14,000円 40人
平成21年7月16日～
平成21年8月7日

平21-
30591-
58352号

098-946-1235
http://www.ocjc.ac.j
p/
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