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北星学園大学
中国語日常会話を通して中国を
知る

　国際理解教育に役立てるために、日常で用いる中国語会話
を通して、中国語及び中国の社会、文化、歴史についての理
解を深めたいと思います。中国語の基本の発音を大切にしつ
つ、コミュニケーションの手助けとなるような慣用句などにも触
れる予定です。中国語未経験者でも参加することができま
す。

山本　範子（文学部専任講師） 北海道札幌市 12時間
平成22年1月12日～
平成22年1月13日

教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

12,300円 20人
平成21年10月19日～
平成21年11月13日

平21-
30015-
58615号

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

稚内北星学園大
学

中学・高校の数学ですぐに役立つ
解析学

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
では解析学の考え方について講義します。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。

佐藤元彦(情報メディア学部教授) 北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭
中学・高等学校教
諭(数学)

6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58601号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

稚内北星学園大
学

よくわかる授業に役立つIT活用術

授業にITを活用することで、教師はディジタル化された教材の
共有やデータの効率的な分析などが期待できます。一方生徒
も進度に合わせた学びやネットワークを利用した情報の共有
や交流などが可能となります。本講座では、進度に合わせた
学びを援助する手段として有効なe-learningシステムや無料
で利用できるフリーウェアやオープンソースの利用など、教育
効果を高めることが可能なIT技術について実習体験を含めて
学びます。

坂本　寛(情報メディア学部教授)
佐賀　孝博(情報メディア学部教授)

北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58602号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

稚内北星学園大
学

子どもたちをとりまくネット・ケータ
イ環境

ネットや携帯が子どもたちにどのようなリスクをもたらしている
のかを正確に知るとともに、メディア・パトロールの方法やいざ
という時の対処法を実習を通じて学びます。また参加者間の
経験を交流しながら、子どもたちがなぜそのようなメディアを
必要としているのか考察することで「メディア利用に現れてい
る子どもの抱える問題」を把握し、対症療法的な技術的制限
や法的規制以外の形での対応の仕方を学びます。

斉藤　吉広(情報メディア学部教授) 北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58603号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

稚内北星学園大
学

日英比較でよくわかる中学英語

2011年度からの小学校高学年における英語必修化に伴い、
ある程度英語に慣れ親しんだ生徒たちが中学に入学して来
ると予想されます。小学校で芽生えた「英語に対する興味」を
育て、「英語の基礎」を身につけさせるため、講座の前半で
は、早期のつまずきを防ぐ一手段として「日本語との比較」を
授業の要素としていかに有効に活用すべきかを考えます。後
半では、中学生に重要な文法事項をわかりやすく教えるため
の様々なテクニックを学びます。

南　満幸(情報メディア学部教授) 北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭 中学校教諭(英語) 6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58604号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

稚内北星学園大
学

身体と健康の理解-現代社会にお
ける健康教育のあり方と授業の展
開法-

「健康」についてどのように定義されるのでしょうか。本来健康
とは、私たちひとり一人の日常生活の状況のなかで決定され
るその時点の状態です。よって、それは主観的なものなので
あって、何らかの定義に従って「定式化」されたものではあり
ません。この授業では身体をメディアとして捉えながら、健康
を多角的に理解し、新たな授業の展開方法を考えていきま
す。

二宮　雅也(情報メディア学部講師) 北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58605号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

稚内北星学園大
学

親が元気になれる子育てネット
ワークの理論と実践

教育力の低下が叫ばれています。教育の危機的状況が進行
しています。そのような状況の中で、学校・家庭・地域が共働
するネットワーク論が注目を浴びています。また、その理論を
実践化している事例も生まれています。本講座では、子育て
ネットワークについて、理論と実践の両面から、稚内市の事
例も加えたアプローチを行います。労働現場がいま求めてい
る教師像は、まさに協働を組織できる教師なのです。

張江　洋直(情報メディア学部長・教授)
平間　信雄(情報メディア学部非常勤講師、稚内
市教育委員会教育相談所長)

北海道稚内市 6時間
平成22年1月8日～
平成22年1月10日

教諭 全教諭 6,000円 50人
平成21年11月1日～
平成21年11月30日

平21-
30025-
58606号

0162-32-7511
http://www.wakhok.ac
.jp

東北大学 発達障害の心理・生理・病理

　脳科学や精神医学の最新の知見を学び、自閉性障害、注
意欠陥／多動性障害などの発達障害に関する心理・生理・病
理について理解を深める。児童相談所や病院などの専門機
関や専門家との連携のあり方、あわせて今後の生徒指導・生
活指導について考える。
　主に想定する受講対象者は、特別支援学校教諭免許状取
得者、発達障害に関心のある養護教諭および教諭である。

上埜高志（教育学研究科教授） 宮城県仙台市 6時間 平成21年12月5日
教諭

養護教諭

特別支援学校教
諭免許状取得者、
養護教諭、小学
校、中学校、高等
学校教諭

6,000円 80人
平成21年10月16日～
平成21年11月9日

平21-
10010-
58614号

022-795-3924
http://www.bureau.to
hoku.ac.jp/kyom/kous
hin/index.html

お茶の水女子大
学

科学的リテラシーを育む授業づく
り

本講習では、科学リテラシーの核となる子どもの「論理的思考
力」に焦点を置き、その育成のための授業づくりを考える。最
新情報として、心理学的現象を取り入れた実験教材や教授
法、その実践的取り組みと効果などを紹介する。また、講習で
は、実際に簡単な演習（思考トレーニングや実験、ディスカッ
ションなど）を取り入れ、受講者自身の科学リテラシーに対す
る意識や理解を深めることもねらいである。理数系に限らず、
さまざまな教科で活用・連携できる科学教育を目指す。

池田　まさみ（お茶の水女子大学人間発達教育
研究センター　准教授（現職））
田中　美帆（群馬県立女子大学国際コミュニケー
ション学部　講師（現職））
安藤　玲子（金城学院大学人間科学部心理学科
准教授（現職））

東京都文京区 6時間 平成21年12月28日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 40人
平成21年11月26日～
平成21年12月7日

平21-
10030-
58600号

03-5978-5141
http://www.ocha.ac.j
p

愛知大学 歴史学の最前線と歴史教育

日本史、東洋史を中心に、歴史学研究の新しい成果を解説
し、これからの歴史教育のあり方を考察する。日本史分野で
は中世・近世を中心に、東洋史分野では中国史を主に扱い、
歴史教育の課題に迫りたい。日本近世史では家や地域の歴
史と思想史を取り上げ、郷土史研究と歴史教育の接点を探る
こととする。

長井　千秋（文学部准教授）
山田　邦明（文学部教授）
別所　興一（経営学部特任教授）
神谷　智（文学部教授）

愛知県豊橋市 18時間
平成21年12月19日、
12月20日、12月23日

教諭

小学校教員、中学
校、高等学校
の社会科・地歴科
教員

18,000円 80人
平成21月10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58607号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知大学 国際理解教育ワークショップ

国際理解教育を行う教員を対象に、世界がより平和で持続可
能な環境を実現する方法を考え、自ら行動する児童生徒を育
むために、参加体験型学習によるワークショップを行い、その
理論と同時に手法の理解を深めることを目的とする。

今枝　明子（現代中国学部助教）
愛知県名古屋
市

18時間
平成21年12月19日、
12月20日、12月23日

教諭
小学校、中学校、
高等学校教員
（教科限定せず）

18,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58608号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

平成２１年度（第９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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愛知大学
英語を使っての教え方と生成文法
理論

英語力の向上が国民的な課題になっている今日、どのように
したら学習者の英語力が伸びるのかを取り上げる。英語で英
語を教えるといっても、英語が母国語でない教員が英語を
使って英語を教える場合、様々な困難に遭遇する。それをど
のように克服したらいいのかを講義する。また後半では、英語
の文の成り立ちは、文字に表された文章の奥に隠された法則
が存在するが、生成理論からそのような隠された法則を検証
する。

塚本　鋭司（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
北尾　泰幸（法学部助教）

愛知県豊橋市 6時間 平成21年12月19日 教諭
中学校、高等学校
の英語教員

6,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58609号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知大学
コーパス言語学と日本語・英語の
対照

コンピュータに蓄積され、言語処理ができるようにした自然言
語資料であるコーパスを利用して、英語教育の現場でどのよ
うにそれが活用できるのかを講義します。また後半では、日
本語と英語の語彙や文法の違いについて、実際の英語教育
の現場を踏まえて、講義します。

塚本　倫久（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
早川　勇（経済学部教授）

愛知県豊橋市 6時間 平成21年12月20日 教諭
中学校、高等学校
の英語教員

6,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58610号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知大学
日英語における談話比較とワーク
ショップ型の読み書きの教え方

　日本語、英語話者の、人々が英語を何のために、そしてど
のように用いるかを考察する手がかりとします。当日の前半
では、講義に加えて演習的内容も含みます。後半では、リテ
ラシー教育について扱い、ライティング・ワークショップ、リー
ディング・ワークショップの手法を体験しながら学び、そこから
学校教育の中で英語を読むこと、英語を書くことの教え方に
活かせることを考えます。

片岡　邦好（文学部教授）
小坂　敦子（法学部准教授）

愛知県豊橋市 6時間 平成21年12月23日 教諭
中学校、高等学校
の英語教員

6,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58611号

0532-47-4117
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知大学 日本語を母語としない子どもたち

 　現在学校教育現場で増えている日本語を母語としない児
童生徒の歴史的背景、社会的現状を知り、教育活動の一助
となることを目的としている。具体的には、歴史と現状では「満
洲移民」と引き揚げの現実、帰国後の受け入れ状況と現在。
ついで、そうした子どもたちへの具体的な対応について、ワー
クショップ形式で考えたい。最後に、現在日本にいる中国から
の帰国者が育ってきた環境を理解するため、彼らが育った時
期のテレビや映画などを実際に見ながら、日本との相違を考
えてみたい。

三好　章（現代中国学部教授）
梅田　康子（現代中国学部准教授）
藤森　猛（現代中国学部准教授）

愛知県名古屋
市

18時間
平成21年12月19日、
12月20日、12月23日

教諭
小学校、中学校、
高等学校教員

18,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年10月31日

平21-
30327-
58612号

0532-47-4117
http://www.aichi-
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

　幼児期の子どもの発達と保育の実際について、特に、友だ
ちとの関係の中で、葛藤しながらも新たな自分をつくりはじめ
る４歳児を対象に、その基礎知識を理解するとともに、この時
期の特性をふまえた幼児教育・保育のあり方を考える。子ど
もの遊びや活動の実際から、子どもの育ちとその援助者たる
保育者の役割を理解する。

中坪史典（広島大学大学院教育学研究科附属
幼年教育研究施設准教授）

広島県広島市 6時間 平成22年1月16日 教諭 幼稚園教諭 6,000円 30人
平成21年10月16日～
平成21年11月16日

平21-
81345-
58613号

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