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岩手大学 教育の最新事情

教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向
及び学校の内外における連携協力について、各講師の持っ
ている情報や経験・体験をもとに、社会の変化に対応し、学
校や教員がどう役割を果たしていけばいいか等について講
義。

岩手県盛岡市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00001号 ０１９－６２１－６０８９

山形大学 教育の最新事情

急激な社会の変化の下で教師に期待される役割・職務、最
新の心理学や脳科学に基づく発達や障害児に対応した適切
な指導、学習指導要領の改訂等の教育政策の動向、保護
者・地域社会との連携及び学校における危機管理上の課題
について講義する。

山形県山形市 １２時間
平成２０年８月６日～
平成２０年８月７日

平20-1-00002号 ０２３－６２８－４１９１

福島大学 教育の最新事情

内容：「教育の最新事情」
１．教職についての省察　２．子どもの変化についての理解
３．教育政策の動向についての理解　４．学校の内外での連
携協力についての理解

福島県福島市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00003号 ０２４－５４８－８０５３

福島大学 教育の最新事情

内容：「教育の最新事情」
１．教職についての省察　２．子どもの変化についての理解
３．教育政策の動向についての理解　４．学校の内外での連
携協力についての理解

福島県会津若松市 １２時間
平成２０年７月２０日～
平成２０年７月２１日

平20-1-00004号 ０２４－５４８－８０５３

福島大学 教育の最新事情

内容：「教育の最新事情」
１．教職についての省察　２．子どもの変化についての理解
３．教育政策の動向についての理解　４．学校の内外での連
携協力についての理解

福島県いわき市 １２時間
平成２０年６月１４日～
平成２０年６月１５日

平20-1-00005号 ０２４－５４８－８０５３

茨城大学 教育の最新事情

第1日は「子供の発達と障害」、「学校内外での連携協力」、
「教育相談・生徒指導の在り方」に関する講習が、第2日は
「学習指導の課題と指導要領改訂」、「学校を巡る変化と教
育改革」の講習が行われ、最後に試験が実施される。

茨城県水戸市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00006号 ０２９－２２８－８０５２

筑波大学 教育の最新事情

①「変動する社会の学校と教師」、②「開かれた学校と危機
管理」、③「子ども達の今ーその理解と対応ー」、④「日本の
教育はどう変わろうとしているか」について、グループワー
ク、事例研究等を取り入れて行う。

茨城県つくば市 １３時間
平成２０年６月２１日～
平成２０年６月２２日

平20-1-00007号 ０２９－８５３－２０９６

筑波大学 教育の最新事情

①「変動する社会の学校と教師」、②「開かれた学校と危機
管理」、③「子ども達の今ーその理解と対応ー」、④「日本の
教育はどう変わろうとしているか」について、グループワー
ク、事例研究等を取り入れて行う。

茨城県つくば市 １３時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00008号 ０２９－８５３－２０９６

宇都宮大学 宇都宮大学必修講座

教職についての省察,子どもの変化についての理解,教育政
策の動向についての理解,学校内外での連携協力について
の理解、に関して最新の教育課題、学問成果をふまえた講
義を行います。講師陣には作新学院大学、白鴎大学の教員
も加わります。

栃木県宇都宮市 １２時間
平成２０年８月５日～
平成２０年８月６日

平20-1-00014号 ０２８－６４９－５１６８

宇都宮大学 宇都宮大学必修講座

教職についての省察,子どもの変化についての理解,教育政
策の動向についての理解,学校内外での連携協力について
の理解、に関して最新の教育課題、学問成果をふまえた講
義を行います。講師陣には作新学院大学、白鴎大学の教
員、県教委指導主事も加わります。

栃木県小山市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00015号 ０２８－６４９－５１６８

「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する予備講習
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群馬大学 最新の教育事情①

教員の役割、学習指導要領改訂や教育改革の動向、危機管
理上の課題、子どもの発達に関する課題（特別支援教育を
含む）、子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方、各種課題に対する組織的対応の在り方等について考察
する。

群馬県前橋市 １２時間
平成２０年５月３１日、
平成２０年６月７日

平20-1-00016号 ０２７－２２０－７２２１

群馬大学 最新の教育事情②

教員の役割、学習指導要領改訂や教育改革の動向、危機管
理上の課題、子どもの発達に関する課題（特別支援教育を
含む）、子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方、各種課題に対する組織的対応の在り方等について考察
する。

群馬県太田市 １２時間
平成２０年６月１日、
平成２０年６月８日

平20-1-00017号 ０２７－２２０－７２２１

共愛学園前橋国
際大学

教育の最新事情

学問研究と現場実践とが教育をめぐる今日的な課題を認識
しあい、教育学および心理学の知見を共有することによっ
て、それらへの解決に資する。教育をめぐる今日的な動向や
課題を明らかにし、それらへの理解や対処方法を実践的に
考察する。

群馬県前橋市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月６日

平20-1-00018号 ０２７－２６６－７５７５

埼玉大学 教育の最新事情

１日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウ
ンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえた適切な指導
の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３コマで，２日目
に，「子どもの発達に関する課題」，「各種課題に対する組織
的対応の在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門
職たる教員の役割」の３コマで，解説する。

埼玉県さいたま市 １２時間
平成２０年８月２５日～
平成２０年８月２６日

平20-1-00019号 ０４８－８５８－９２３５

埼玉大学 教育の最新事情

１日目に，「学校を巡る状況変化／教育改革の動向」，「カウ
ンセリングマインドの必要性／対人関係，日常的コミュニケー
ションの重要性」，「子どもの生活変化を踏まえた適切な指導
の在り方／学習指導要領改訂等の動向」の３コマで，２日目
に，「子どもの発達に関する課題」，「各種課題に対する組織
的対応の在り方／学校における危機管理上の課題」，「専門
職たる教員の役割」の３コマで，解説する。

埼玉県秩父市 １２時間
平成２０年８月７日～
平成２０年８月８日

平20-1-00020号 ０４８－８５８－９２３５

文教大学 「教育の最新事情」

教育についての省察、子どもの変化、教育政策の動向及び
学校の内外における連携協力について、本学の専任教員が
各専門分野の研究・実践に基づき担当します。学校の現実と
最新の研究・実践との橋渡しに努めます。

埼玉県越谷市 １２時間
平成２０年８月６日～
平成２０年８月７日

平20-1-00021号 ０４８－９７４－８８１１

千葉大学
千葉大学教員免許予備講習出張セ
ミナー

本講習では次の内容を取り上げる。①学校をめぐる近年の
状況②子どもの心理発達③学習指導要領の改訂④カウンセ
リングマインドの必要性⑤教員に対する社会的な要請⑥特
別支援教育に関する新たな動向⑦意欲を喚起する学習指導
⑧対人関係、日常的コミュニケーションの重要性等。

千葉県館山市 １２時間
平成２０年８月２５日、
平成２０年８月２７日

平20-1-00022号 ０４３－２９０－２６９８

千葉大学
千葉大学教員免許予備講習出張セ
ミナー

本講習では次の内容を取り上げる。①学校をめぐる近年の
状況②子どもの心理発達③学習指導要領の改訂④カウンセ
リングマインドの必要性⑤教員に対する社会的な要請⑥特
別支援教育に関する新たな動向⑦意欲を喚起する学習指導
⑧対人関係、日常的コミュニケーションの重要性等。

千葉県銚子市 １２時間
平成２０年８月２８日、
平成２０年８月２９日

平20-1-00023号 ０４３－２９０－２６９８

千葉大学
千葉大学教員免許予備講習（教育
の最新事情）

本講習では次の内容を取り上げる。①学校をめぐる近年の
状況②子どもの心理発達③学習指導要領の改訂④カウンセ
リングマインドの必要性⑤教員に対する社会的な要請⑥特
別支援教育に関する新たな動向⑦意欲を喚起する学習指導
⑧対人関係、日常的コミュニケーションの重要性等（受講者
は千葉県教委委託研究生に限定）。

千葉県千葉市 ２４時間

平成２０年５月８、１５、２
９日、
平成２０年６月５、１２、１
９、２６日、
平成２０年７月３日

平20-1-00024号 ０４３－２９０－２６９８
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聖徳大学 教育の最新事情

子どもたちの生活世界の変化について、都市化，消費化，情
報化等の大きな社会変動の現状をふまえ検討する。また、
「教育とは何か」について原理的本質的な考察を試み、子ど
も観、教育観について理解を深める。

千葉県松戸市 １２時間
平成２０年６月１日、
平成２０年６月８日

平20-1-00025号 ０４７－３６５－３６０１

聖徳大学 教育の最新事情

子どもたちの生活世界の変化について、都市化，消費化，情
報化等の大きな社会変動の現状をふまえ検討する。また、
「教育とは何か」について原理的本質的な考察を試み、子ど
も観、教育観について理解を深める。

東京都港区 １２時間
平成２０年７月６日、
平成２０年７月１３日

平20-1-00026号 ０４７－３６５－３６０１

聖徳大学 教育の最新事情

子どもたちの生活世界の変化について、都市化，消費化，情
報化等の大きな社会変動の現状をふまえ検討する。また、
「教育とは何か」について原理的本質的な考察を試み、子ど
も観、教育観について理解を深める。

東京都港区 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00027号 ０４７－３６５－３６０１

聖徳大学 教育の最新事情

子どもたちの生活世界の変化について、都市化，消費化，情
報化等の大きな社会変動の現状をふまえ検討する。また、
「教育とは何か」について原理的本質的な考察を試み、子ど
も観、教育観について理解を深める。

千葉県松戸市 １２時間
平成２０年８月２０日～
平成２０年８月２１日

平20-1-00028号 ０４７－３６５－３６０１

聖徳大学 教育の最新事情

子どもたちの生活世界の変化について、都市化，消費化，情
報化等の大きな社会変動の現状をふまえ検討する。また、
「教育とは何か」について原理的本質的な考察を試み、子ど
も観、教育観について理解を深める。

通信教育 １２時間
平成２０年６月１５日～
平成２０年８月２５日

平20-1-00029号 ０４７－３６５－３６０１

千葉敬愛短期大
学

教育の最新事情

「教師の役割と子ども観の形成」「子どもの発達課題とその指
導」「学習指導要領改訂の基本方針」「学校の安全及び情報
の管理と地域との連携の在り方」をテーマに、社会の情勢変
化を踏まえた最新の動向について解説をする。

千葉県佐倉市 １２時間
平成２０年８月２８日～
平成２０年８月２９日

平20-1-00030号 ０４３－４８６－７１１１

昭和女子大学 教育の最新事情

教育学、教育工学、教育方法、私学教育論、教育行政学、臨
床心理学を専門とする元国立大学附属学校文部教官、前私
学教育研究所研究部長、元県立高等学校管理職、元公立学
校教諭の本学選任スタッフが担当します。

東京都世田谷区 １２時間
平成２０年８月１２日～
平成２０年８月１３日

平20-1-00031号 ０３－３４１１－５１１７

中央大学 教育の最新事情

現在の学校教育がかかえる諸問題を、制度・行政面から、子
どもの生活世界から、歴史的視点から、またキャリア教育や
多文化共生教育の観点から幅広く取り上げ、また脳科学等
の最新知識なども取り入れ、12時間分の講座をすべてそろ
えている。なお、開講にあたり学校現場のニーズを把握する
調査を実施している。

東京都八王子市 １８時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月６日

平20-1-00032号 ０４２－６７４－３７２４

東京農業大学 「教育の最新事情」

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や
専門職としての教員の役割について、実践的な理解を深め
る。

東京都世田谷区 １２時間
平成２０年６月２９日、
平成２０年７月６日

平20-1-00033号 ０３－５４７７－２５１２

日本女子大学

＊教職についての省察＊子どもの
変化についての理解＊教育政策の
動向についての理解＊学校内外で
の連携協力についての理解

＊学力調査から教育機会を考える＊教師の成長・発達につ
いて、受講生と共に考えたい＊カウンセリングにおける「対話
の技」＊軽度発達障害のアセスメントと支援教育＊教育三法
改正と今後の教育の在り方＊学習指導要領改訂等の動向と
新しい授業づくり＊学校の危機管理と子どもの安全＊地域
の総合力で子どもを育てる

東京都文京区 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00034号 ０３－５９８１－３２８２
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日本女子大学

＊教職についての省察＊子どもの
変化についての理解＊教育政策の
動向についての理解＊学校内外で
の連携協力についての理解

＊学力調査から教育機会を考える＊教師の成長・発達につ
いて、受講生と共に考えたい＊カウンセリングにおける「対話
の技」＊軽度発達障害のアセスメントと支援教育＊教育三法
改正と今後の教育の在り方＊学習指導要領改訂等の動向と
新しい授業づくり＊学校の危機管理と子どもの安全＊地域
の総合力で子どもを育てる

神奈川県川崎市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00035号 ０３－５９８１－３２８２

武蔵大学 「教育の最新事情」

根津育英会武蔵高等学校・中学校の教員対象（高大連携）。
「教育の最新事情」に関する指定された大学開講科目（「教
育原論」など）を科目等履修生として受講。高校の研修の一
環として勤務時間内に実施。時間の調整がつかなかった場
合は独自に講座を開講。

東京都練馬区 １２時間

平成２０年５月１４・２３・２
８日
平成２０年６月２・４・９・１
１・１３・１６・１８・２５日
平成２０年７月２・９日

平20-1-00036号 ０３－５９８４－３７２９

桜美林大学
ｅラーニングによる「教育の最新事
情」

本学の講習は、Web接続のパソコンがあれば講習、修了認
定試験、試験合否判定の全てが可能な独自開発のｅラーニ
ングシステムで行います。詳細は
http://www.obirin.ac.jp/unv/kyomen/でご確認ください。

インターネット １２時間
平成２０年８月１日～
平成２０年９月１６日

平20-1-00037号 ０４２－７９７－９９１４

白梅学園大学 「教育の最新事情」（小学校）

小学校教員に求められる教育的愛情・倫理観等を論じる。ま
た、改訂された学習指導要領に基づく小学校教育の課題、
学校内外での連携協力のための方策を論じる。さらに、最新
の発達心理学研究の成果に基づき、適切な指導法を講ず
る。

東京都小平市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00038号 ０４２－３４６－５６３６

白梅学園大学 「教育の最新事情」（幼稚園）

幼稚園教員に求められる使命感・倫理観等を論ずる。また、
改訂された幼稚園教育要領に基づく最新の幼稚園界の動
向、園内外での連携協力の方策を論じる。さらに、最新の発
達心理学研究の成果に基づき、適切な援助法を講ずる。

東京都小平市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00039号 ０４２－３４６－５６３６

淑徳幼児教育専
門学校

幼児教育の最新情報修得

幼稚園教諭対象に第1回目の開設をします。幼稚園現場の
最新内容とは何か。併せて資質向上を目的としながら、即現
場に役立つような内容を進めます。幼稚園理事長でもある板
橋区長自ら講師となることから分かるように、魅力満載の展
開を保障します。

東京都板橋区 １２時間
平成２０年７月２８日～
平成２０年８月１日

平20-1-00040号 ０３－５３９２－８８８１

淑徳幼児教育専
門学校

幼児教育の最新情報修得

幼稚園教諭対象に第2回目の開設をします。幼稚園現場の
最新内容とは何か。併せて資質向上を目的としながら、即現
場に役立つような内容を進めます。幼稚園理事長でもある板
橋区長自ら講師となることから分かるように、魅力満載の展
開を保障します。

東京都板橋区 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月２２日

平20-1-00041号 ０３－５３９２－８８８１

淑徳幼児教育専
門学校

幼児教育の最新情報修得

幼稚園教諭対象に第3回目の開設をします。幼稚園現場の
最新内容とは何か。併せて資質向上を目的としながら、即現
場に役立つような内容を進めます。幼稚園理事長でもある板
橋区長自ら講師となることから分かるように、魅力満載の展
開を保障します。

東京都板橋区 １２時間
平成２０年９月４日～
平成２０年９月１０日

平20-1-00042号 ０３－５３９２－８８８１

東京教育専門学
校

「幼児教育の最新事情」

主に幼稚園教諭を対象とします。教職についての省察、子供
の変化、教育政策の動向、幼稚園(学校)の内外での連携協
力、の４講座を設け、最新の事情を解 説します。一部DVDに
よる通信教育が含まれます。

東京都新宿区

１２時間
（うち４．

５時間
通信教

育）

平成２０年８月２０日～
平成２０年８月２１日

平20-1-00043号 ０３－３２２７－００９１
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財団法人日本私
学教育研究所

日本私学教育研究所教員免許更新
講習（最新事情）

私立高等学校・中学校教諭を対象としている。「学校を巡る
状況変化に対応する専門職としての教師の役割」 、「子ども
の発達に関する課題や生活の変化を踏まえた適切な指導の
あり方を見つめる」、「学習指導要領改訂等やその他教育改
革の動向を学ぶ」、「学校における危機管理上の課題と各種
課題に対する組織的対応を学ぶ」 を講義および協議によっ
て学ぶ。

東京都豊島区 １２時間
平成２０年８月９日～
平成２０年８月１０日

平20-1-00100号 ０３－３２２２－１６２１

財団法人大学セ
ミナーハウス

教育の最新事情

講習内容は、現代日本の歴史的境位を踏まえながら、学校・
教師・子どもの今日的実相をトータルに浮き彫りにし、あわせ
て明日に向かっての教育実践を探求する。講習形態は、可
能なかぎり講師・受講者間の、双方向的・対話的な授業をめ
ざす。

東京都八王子市 １２時間
平成２０年７月２８日～
平成２０年７月３１日

平20-1-00044号 ０４２－６７６－８５１１

横浜国立大学 教育の最新事情

　学校を巡る状況の変化や専門職たる教員の役割等、教職
について省察する。また、子どもの発達や生活の変化を踏ま
えた適切な指導を考える。さらに、教育政策の動向や学校内
外の連携協力等についても理解をはかる。

神奈川県横浜市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00045号 ０４５－３３９－３１０４

相模女子大学 教育の最新事情

教育現場で新しい課題とされている危機管理や地域連携、
理不尽な要求をする親対策など具体的な事例を題材にし
て、対子どもだけでなく、対保護者、対近隣の人びとに対する
支援と協働のあり方を模索し、課題解決の糸口を探ります。

神奈川県相模原市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00046号 ０４２－７４７－９５３８

新潟大学 教育の最新事情関係

①教育の原理に関する省察，教職の意義・役割等について，
②子どもの心理，特別支援教育に係る課題等について，③
教育課程の基準の改訂等について，④学校内外の課題へ
の組織的対応，危機管理等について，それぞれ理解を深め
る。

新潟県新潟市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00047号 ０２５－２６２－７１０３

上越教育大学 教育の最新事情関係

本講習では以下の４点を取り上げる。①学校をめぐる状況変
化や教職について省察する。②子どもの変化について理解
する。③教育政策の動向について理解する。④危機管理等
の課題に関する学校の内外での連携協力について理解す
る。

新潟県上越市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00048号 ０２５－５２１－３２７６

上越教育大学 教育の最新事情関係

本講習では以下の４点を取り上げる。①学校をめぐる状況変
化や教職について省察する。②子どもの変化について理解
する。③教育政策の動向について理解する。④危機管理等
の課題に関する学校の内外での連携協力について理解す
る。

新潟県長岡市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00049号 ０２５－５２１－３２７６

上越教育大学 教育の最新事情関係

本講習では以下の４点を取り上げる。①学校をめぐる状況変
化や教職について省察する。②子どもの変化について理解
する。③教育政策の動向について理解する。④危機管理等
の課題に関する学校の内外での連携協力について理解す
る。

新潟県佐渡市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00050号 ０２５－５２１－３２７６

金沢大学 教育の最新事情Ａ

   9名の講師が担当し、第一日目は教職について・子どもの
変化について考察し、第二日目は教育政策の動向につい
て・学校の内外での連携協力について考察する。筆記試験
を第一日目と第二日目のそれぞれ終了時に実施する。

石川県金沢市 １２時間
平成２０年８月１９日～
平成２０年８月２０日

平20-1-00051号 ０７６－２６４－５９５６
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金沢大学 教育の最新事情Ｂ

   11名の講師が担当し、第一日目は教職について・子どもの
変化について考察し、第二日目は教育政策の動向につい
て・学校の内外での連携協力について考察する。筆記試験
を第一日目と第二日目のそれぞれ終了時に実施する。

石川県鳳至郡穴水町 １２時間
平成２０年８月２１日～
平成２０年８月２２日

平20-1-00052号 ０７６－２６４－５９５６

福井大学
教育実践と教育改革（教育の最新
事情）

「教職についての省察」「子どもの変化」「教育政策の動向」
「学校の内外における連携協力」の四つの論点について，資
料と具体的事例に基づく小グループ考察及び論点別に実践
と現実を関わらせて検討し，報告会を行う。

福井県福井市 １２時間
平成２０年８月５日～
平成２０年８月６日

平20-1-00053号 ０７７６－２７－８４００

山梨大学 教育の最新事情

「教育の再考」・学校教育への意識、教育に関わる各種報道
など、「子どもの発達課題」・子どもの発達に関する研究動
向、特別支援の在り方など、「教育政策の動向」・学習指導要
綱改定の動向、学力調査、国際比較調査の分析など、「学校
マネジメント」・危機管理体制、校内安全確保など。

山梨県甲府市 １２時間
平成２０年６月２８日～
平成２０年６月２９日

平20-1-00054号 ０５５－２２０－８１０１

山梨大学 教育の最新事情

「教育の再考」・学校教育への意識、教育に関わる各種報道
など、「子どもの発達課題」・子どもの発達に関する研究動
向、特別支援の在り方など、「教育政策の動向」・学習指導要
綱改定の動向、学力調査、国際比較調査の分析など、「学校
マネジメント」・危機管理体制、校内安全確保など。

山梨県甲府市 １２時間
平成２０年７月１２日～
平成２０年７月１３日

平20-1-00055号 ０５５－２２０－８１０１

信州大学 教育の最新事情　ー夜間遠隔ー

最新の認知心理学，子どものもつ力を活性化する方法，教
職の公共的・専門的意義，新学習指導要領による道徳・総合
学習等，実践的指導力の育成，個人情報保護法等について
解説する。

長野県長野市 １２時間
平成２０年７月３・１０・１
７・２４日

平20-1-00056号 ０２６－２３８－４００３

信州大学 教育の最新事情　－土曜－

発達障害，うつ病の早期発見・治療・再発防止，臨床的研究
による教育的諸関係の深化，新学習指導要領による道徳・
総合学習等，教育政策や教育制度改革，個人情報保護法等
について解説する。

長野県長野市 １２時間 平成２０年７月１２・２６日 平20-1-00057号 ０２６－２３８－４００３

信州大学 教育の最新事情　－夏季（上田）－

発達を考慮した生徒指導，特別支援教育におけるチーム支
援，臨床的研究による教育的諸関係の深化，新学習指導要
領による、道徳・総合学習等，教育政策や教育制度改革，個
人情報保護法等について解説する。

長野県上田市 １２時間
平成２０年８月１日～
平成２０年８月２日

平20-1-00058号 ０２６－２３８－４００３

信州大学 教育の最新事情　ー夏季（長野）ー
子どもの「数・量」理解の発達，学校の危機介入，教職の公
共的・専門的意義，新学習指導要領による道徳・総合学習，
実践的指導力の育成，個人情報保護法等を解説する。

長野県長野市 １２時間
平成２０年８月３日～
平成２０年８月４日

平20-1-00059号 ０２６－２３８－４００３

信州大学 教育の最新事情　ー夏季（松本）ー
教育学・心理学・医学に関わる最新データを活用しながら、
専門職たる教員の役割や子ども観・教育観、教育政策等に
ついて考え、授業改善の方策や学校教育のあり方を探る。

長野県松本市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00060号 ０２６３－３７－３１６６

信州大学
教育の最新事情　－夏季（南箕
輪）ー

教育学・心理学・医学に関わる最新データを活用しながら、
専門職たる教員の役割や子ども観・教育観、教育政策等に
ついて考え、授業改善の方策や学校教育のあり方を探る。

長野県上伊那郡南箕
輪村

１２時間
平成２０年８月７日～
平成２０年８月８日

平20-1-00061号 ０２６３－３７－３１６６

常葉学園大学 「教育の最新事情」
　「教育制度」・「教育課程」・「学校経営」・「教育心理」につい
て、新学習指導要領の改訂等、教育界の動向や実情を把握
し、それぞれの諸課題について省察する。

静岡県静岡市 １２時間
平成２０年８月２０日～
平成２０年８月２１日

平20-1-00062号 ０５４－２６１－２６１４

常葉学園大学 「教育の最新事情」
　「教育制度」・「教育課程」・「学校経営」・「教育心理」につい
て、新学習指導要領の改訂等、教育界の動向や実情を把握
し、それぞれの諸課題について省察する。

静岡県浜松市 １２時間
平成２０年８月２０日～
平成２０年８月２１日

平20-1-00063号 ０５４－２６１－２６１４

6 / 10 ページ



開設者名 講習の名称 講習の概要 講習の開催地 時間数 講習の期間 指定番号 問い合わせ電話番号

滋賀大学

『教育の最新情報』『教育内容の充
実「滋賀県の教育課題（環境教育・
琵琶湖学習）」「小学校の教科の科
目・新しい教育内容」』

必修・選択をｾｯﾄで受講してただきます。本学の専任教員が
その専門分野において開設認定基準の各事項・細目に沿っ
た講義を行います。現場経験の豊富な教員も講義を担当し
密度高い講習をめざします。

滋賀県大津市 １２時間
平成２０年８月３日～
平成２０年８月８日

平20-1-00064号 ０７４９－２７－１０３５

京都教育大学 教育の最新事情

受講者の教職キャリアを重要な講習資源として捉え、その経
験と思惟を引き出すとともに、新たなデータやモデルを提供
することにより、自身の教職観や学校観を再構築し、合わせ
て職能上の課題への気づきおよび具体化を促す。

京都府京都市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00065号 ０７５－６４４－８１４６

京都教育大学 教育の最新事情

受講者の教職キャリアを重要な講習資源として捉え、その経
験と思惟を引き出すとともに、新たなデータやモデルを提供
することにより、自身の教職観や学校観を再構築し、合わせ
て職能上の課題への気づきおよび具体化を促す。

京都府綾部市 １２時間
平成２０年８月２７日～
平成２０年８月２８日

平20-1-00066号 ０７５－６４４－８１４６

同志社大学 教育の最新事情

本学は日本私学教育研究所と協力し、必修１２時間の予備
講習を実施する。受講生募集等について近畿地区の各府県
私立中学高等学校連合会との連携を試行の目的としている
関係で、一般的な公募は行わない予定である。

京都府京都市 １２時間
平成２０年８月２３日～
平成２０年８月２４日

平20-1-00067号 ０７５－２５１－３２０８

京都ノートルダム
女子大学

教育の最新事情

▽教育政策の動向／学校を巡る変化と教職（加藤明）▽教
職の省察（菅井啓之）▽子どもの変化と発達の課題／カウン
セリングマインド（田中誉樹・佐藤睦子）▽子どもの変化と連
携協力（山本智也）▽学校組織の一員として（小林多津子）

京都府京都市 １２時間
平成２０年８月７日～
平成２０年８月８日

平20-1-00068号 ０７５－７０６－３７４５

四天王寺大学
「教職についての省察・子どもの変
化・教育政策の動向・学校内外にお
ける連携協力についての理解」

小学校教諭・幼稚園教諭を対象に教職科目を担当する教員
6名と羽曳野市教育委員会教育長の合計7名の講師が担当
する。教育学の立場から3名、心理学の立場から3名の講師
に、そして、現職教育長にそれぞれ講義と演習形式で実施す
る。

大阪府羽曳野市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00069号
０７２－９５６－９９５２
０７２－９５６－３３４５

兵庫教育大学
学校づくりに活かす教育の最新事情
－学校知の再構成－

学校における現実的課題等の具体例に基づき、必修領域の
各事項の意義・重要性とその最新事情についての認識を深
めます。
また、兵庫県の教育動向（学校の安全確保や伝統文化を学
ぶ取組など）についても具体的事例を紹介します。

兵庫県加東市 １２時間
平成２０年８月９日～
平成２０年８月１０日

平20-1-00070号 ０７９５－４４－２３２０

神戸国際大学 教育の最新事情

子ども理解や教育方法・技術に関する最新の知識・技能、
キャリア教育やカウンセリング法などに関する最新の知識・
技能、対人関係や学級経営などに関する最新の知識・技能
等の講習を行う。

兵庫県神戸市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00071号 ０７８－８４５－３５００

芦屋大学 教育の最新事情

教育現場が疲れている、元気がない、特に、先生方の笑顔
が消えている、とよく耳にします。先生たちが明るく元気でな
ければ、学校は活性化しません。私たち芦屋大学では、今回
の講習が「多忙感」の中で頑張っておられる先生方との「学
び合い」の場となれば、と考えています。最新の教育情報は
もちろん、現場でｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ教育や特色ある授業等の実践を
しておられる先生たちと共に学びながら、ご一緒に『共育』を
語ってみませんか。

兵庫県芦屋市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月２３日

平20-1-00072号 ０７９７－２３－０６６２

武庫川女子大学 時代に向き合う教師力開発

教師力のさらなる開発と向上を目標に、「教育改革の動向と
課題」「教職の省察と学習指導要領改定の動向」「発達理解・
特別支援教育」「カウンセリングマインド・スキルの基本」「安
全教育と危機対応の課題」について研修します。

兵庫県西宮市 １２時間
平成２０年７月２８日～
平成２０年７月２９日

平20-1-00073号 ０７９８－４５－３６９６
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武庫川女子大学 時代に向き合う教師力開発

教師力のさらなる開発と向上を目標に、「教育改革の動向と
課題」「教職の省察と学習指導要領改定の動向」「発達理解・
特別支援教育」「カウンセリングマインド・スキルの基本」「安
全教育と危機対応の課題」について研修します。

兵庫県川辺郡猪名川
町

１２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00074号 ０７９８－４５－３６９６

関西国際大学
「教職者への願い」「子どもの生活と
発達」「教育施策の動向」「地域の連
携協力」

「教職者への願い」は教育問題をグローバルな視点から取り
上げた考察、「子どもの生活と発達」は子どもの現状につい
ての心理学的な考察、「教育政策の動向」は文部科学行政
の最新の話題提供、「地域の連携協力」はローカルな地域固
有の特定問題を取扱う。

兵庫県三木市
兵庫県南あわじ市

１２時間
平成２０年８月６日～
平成２０年８月８日

平20-1-00075号 ０７９４－８４－３５０６

奈良教育大学 教育の最新事情

文部科学省より示されている必修領域に含めるべき８つの細
目について、それぞれ９０分ずつ８コマ開講する。全コマ講義
形式で行い、各コマの最後に筆記による修了認定試験を実
施する。

奈良県奈良市 １２時間
平成２０年７月５日～
平成２０年７月６日

平20-1-00076号 ０７４２－２７－９１０８

鳥取大学 教育の最新事情

　学校を巡る状況変化、専門職たる教員の役割、子どもの発
達課題、子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導のあり
方、教育政策の動向、各種課題に対する組織的対応のあり
方、学校における危機管理上の課題について理解する。
　（講座の形態：講義・討議）

鳥取県鳥取市 １２時間
平成２０年７月２６日～
平成２０年７月２７日

平20-1-00077号 ０８５７－３１－５５３７

島根大学 現代教育の諸相

　・現代の学校を取り巻く社会的状況及び求められる教師の
職責やその職業上の倫理
　・子どもの育ちや生活環境の変化に対応する学級集団づく
りや児童生徒指導の方法
　・教育基本法の改正や学習指導要領の改訂をふまえたこ
れからの学校教育の方向性
　・地域社会と学校の役割や連携協力のありかたおよび安全
や情報管理などの学校経
    営上の諸問題

島根県松江市 １２時間
平成２０年７月３１日～
平成２０年８月１日

平20-1-00078号 ０８５２－３２－６４９５

島根大学 教育の最新事情

  ・学校を取り巻く現代的状況といま求められている教師の
職責やその資質
　・子どもの心の問題やADHDなどさまざまな発達障害をかか
える児童生徒指導の方法
  ・現代の子どもの生活と発達をみすえた幼小期を中心とし
た仲間づくりや学級づくりの
    方法
　・教育基本法の改正や学習指導要領の改訂をふまえたこ
れからの学校教育の方向性
  ・地域社会のなかでの学校の役割や連携協力のありかた
など学校経営上の諸問題

島根県隠岐の島町 １２時間
平成２０年８月２５日～
平成２０年８月２６日

平20-1-00079号 ０８５２－３２－６４９５

岡山大学 教育の最新事情

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
関する「教育政策の動向に関する理解」，④危機管理等の組
織的対応のあり方を中心とする「学校の内外での連携協力
についての理解」の４講習を実施

岡山県岡山市 １２時間
平成２０年８月２１日～
平成２０年８月２２日

平20-1-00080号 ０８６－２５１－７５８１

広島文教女子大
学

教育の最新事情
「教職について」「子どもの変化」「教育政策」「学校内外での
連携・協力」の４つの分野において、教員としての基本的な
資質の向上を目指す。

広島県広島市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00081号 ０８２－８１４－３１９１
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鳴門教育大学 「教育の最新事情」

①専門職としての教員として，確固たる教育観・子ども観・倫
理・法律遵守姿勢の形成②現代的教育課題の理解③子ども
に対応した的確な指導法の習得④学校内部の協働と安全管
理を含めた対外的関係の処理等

徳島県鳴門市 １２時間
平成２０年７月１２日～
平成２０年７月１３日

平20-1-00082号 ０８８－６８７－６１０１

鳴門教育大学 「教育の最新事情」

①専門職としての教員として，確固たる教育観・子ども観・倫
理・法律遵守姿勢の形成②現代的教育課題の理解③子ども
に対応した的確な指導法の習得④学校内部の協働と安全管
理を含めた対外的関係の処理等

徳島県三好市 １２時間
平成２０年８月２日～
平成２０年８月３日

平20-1-00083号 ０８８－６８７－６１０１

愛媛大学 教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化，子どもの発達に関す
る最新の科学的知見(特別支援教育を含む)の概要，学習指
導要領の改訂・教育改革の動向，子どもの安全確保・地域連
携などの課題について解説・考察する。

愛媛県松山市 １２時間
平成２０年８月９日～
平成２０年８月１０日

平20-1-00084号 ０８９－９２７－９１５９

高知大学 教育の最新事情

必修領域にかかわる本講習では、教職をめぐる状況変化を
ふまえ、教職の課題を克服するために必要となる知見、教職
にかかわる最新情報等、現代教育において必要とされてい
る教職のオフィシャル・ナレッジを提供する。

高知県高知市
高知県幡多郡黒潮町

１２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00085号 ０８８－８４４－８４６７

福岡教育大学 教育の最新事情

主として小学校教員を対象として，各種報道や公的統計の
利用方法と学校を巡る状況変化，子どもの発達と特別支援
教育，小学校に関する学習指導要領改訂等の動向，学校内
外での連携を中心に講義する。

福岡県宗像市 １２時間
平成２０年８月２日～
平成２０年８月３日

平20-1-00086号 ０９４０－３５－１２３１

福岡教育大学 教育の最新事情

主として中学校教員を対象として，各種報道や公的統計の
利用方法と学校を巡る状況変化，子どもの生活の変化を踏
まえた適切な指導，中学校に関する学習指導要領改訂等の
動向，学校におけるリスクマネジメントを中心に講義する。

福岡県宗像市 １２時間
平成２０年８月９日～
平成２０年８月１０日

平20-1-00087号 ０９４０－３５－１２３１

福岡県立大学 教育の最新事情

今までの子ども観と教育最新事情における教育観との融合
をめざす。特に重要課題である現代の子どもを取り巻く社会
問題や自殺等について最新の情報を踏まえた講義を行うこ
とで、教員の指導力の補強となる。

福岡県田川市 １２時間
平成２０年８月４日～
平成２０年８月５日

平20-1-00088号
０９４７－４２－２１１８
(内２０１３）

佐賀大学 教育の最新事情

教育の現代的な課題や最新情報とともに、特に、この講習で
は、佐賀県教育委員会と連携して実施している「学力状況調
査」の検証成果等に基づく内容分析という、より具体的で身
近な資料を提供する。

佐賀県佐賀市 １２時間
平成２０年８月７日～
平成２０年８月８日

平20-1-00089号 ０９５２－２８－８１６１

長崎大学 教育の最新事情

  「教職についての省察，子どもの変化についての理解，教
育改革の動向についての理解，学校の内外での連携協力に
ついての理解」の内容について，これまでの教職の歩みを振
り返り，今日の教員に求められる共通の最新の知識や技能
を獲得することを目的とした講習を行う。

長崎県長崎市 １２時間
平成２０年８月１２日～
平成２０年８月１３日

平20-1-00090号 ０９５－８１９－２８７２

長崎大学 教育の最新事情

  「教職についての省察，子どもの変化についての理解，教
育改革の動向についての理解，学校の内外での連携協力に
ついての理解」の内容について，これまでの教職の歩みを振
り返り，今日の教員に求められる共通の最新の知識や技能
を獲得することを目的とした講習を行う。

長崎県五島市 １２時間
平成２０年７月２６日～
平成２０年７月２７日

平20-1-00091号 ０９５－８１９－２８７２

熊本大学 教育の最新事情

(1)子どもの発達に関する課題と特別支援教育　(2)教育課程
の改訂と今求められる学力　(3) 道徳教育と教員の役割 (4)
教師の対人関係スキルアップ (5) 情報教育の光と影
修了認定は筆記試験による。

熊本大学熊本市 １２時間
平成２０年６月１４日～
平成２０年６月１５日

平20-1-00092号 ０９６－３４２－２５１６
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熊本大学 教育の最新事情

(1)特別支援教育と学校カウンセリング　(2)教育改革の動向
と学校における危機管理上の問題　(3) 道徳教育と教員の役
割 (4)学習指導と子どもの意欲 (5)教師の対人関係スキル
アップ (6) 情報教育の光と影
修了認定は筆記試験による。

熊本大学阿蘇市 １２時間
平成２０年８月２０日～
平成２０年８月２１日

平20-1-00093号 ０９６－３４２－２５１６

大分大学 教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」等４
つの事項(８細目)の留意事項にもとづいて計12時間(２日間)
を１パッケージとして開設し，‘教職における自己’を考察す
る。修了認定試験は２日目の最後に実施。

大分県大分市 １２時間
平成２０年７月２８日～
平成２０年７月２９日

平20-1-00094号 ０９７－５５４－６０２８

大分大学 教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」等４
つの事項(８細目)の留意事項にもとづいて計12時間(２日間)
を１パッケージとして開設し，‘教職における自己’を考察す
る。修了認定試験は２日目の最後に実施。

大分県大分市 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00095号 ０９７－５５４－６０２８

宮崎大学

①現代の教育問題（Ⅰ）教職につい
ての省察
②教育と発達支援の教職スキル
③現代の教育問題（Ⅱ）教育政策の
動向についての理解
④学校経営に関する諸問題

学校を巡る状況変化や専門職たる教員の役割、子どもの発
達と教育に関する発達障害を含む基本的な知見、学習指導
要領の改訂等の動向やその他教育改革の動向、学校組織
の一員としてのマネジメント・マインドの形成や学校の危機管
理上の課題等に焦点を当て、講義・討論を行う。

宮崎県宮崎市 １２時間
平成２０年８月２３日～
平成２０年８月２４日

平20-1-00096号 ０９８５－５８－７９７５

鹿児島大学 教育の最新事情

教職の使命と役割，子どもの理解とよりよい関わり，教育改
革の動向と教育課程，開かれた学校づくりと地域社会との連
携，という各テーマについて，心理学，教育学的観点から考
察する。

鹿児島県鹿児島市 １２時間

平成２０年７月２２日、
平成２０年７月２６日、
平成２０年８月１３日、
平成２０年８月２５日

平20-1-00097号 ０９９－２８５－７３５１

琉球大学
「今求められる教員の資質と教育の
最新事情」

学校をめぐる状況の変化と教員の役割、子どもの発達と生
活の変化を踏まえた指導のあり方、学習指導要領の改訂動
向と学習指導のあり方、学校内外での連携協力のあり方な
ど、教育の最新情報をもとに、今日求められている教育の課
題と学校における対応・指導のあり方を理解する。

沖縄県中頭郡西原町 １２時間
平成２０年８月１８日～
平成２０年８月１９日

平20-1-00098号 ０９８－８９５－８８４９

琉球大学
「今求められる教員の資質と教育の
最新事情」

教育の最新情報をもとに、今日求められている教育の課題
と、学校における対応及び指導のあり方を理解する。【教職
の省察】、【子どもの気持ちに寄り添う教師であるために】、
【近年の教育政策・教育改革の動向】　、【学校と地域社会の
連携・協力の新しい局面】

沖縄県宮古島市 １２時間
平成２０年８月１１日～
平成２０年８月１２日

平20-1-00099号 ０９８－８９５－８８４９
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