
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 電話番号

北海道教育大学 教育の最新事情

　必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容を
設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担することで、
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶとと
もに、学校教育をめぐる今日的な課題について多角的に理解を
深めていくことをねらいとする。

北海道稚内市若葉
台

12時間
平成20年8月30日～
平成20年8月31日

平20-1-00101号 011-778-0264

北海道教育大学 教育の最新事情

わが国の子どもと教育における一般的な傾向やその必要性に
沿った視点からの解説だけではなく、北海道・道東の地域特性
（例えば、へき地・小規模学校の多さ、地域に根差した多様な教
育活動の実態等）にも注目しながら、当該地域における教育に
必要な事項を盛り込んだものとしたい。

北海道標津郡中標
津町

12時間
平成20年9月6日～
平成20年9月7日

平20-1-00102号 011-778-0264

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経営の
あり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ等の特別
支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マインド，学校での
安全教育等社会の変化と子どもの発達との関係の理解を図る。

青森県弘前市 12時間
平成20年7月26日～
平成20年7月27日

平20-1-00103号 0172-39-3136

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経営の
あり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ等の特別
支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マインド，学校での
安全教育等社会の変化と子どもの発達との関係の理解を図る。

青森県むつ市 12時間
平成20年8月2日～
平成20年8月3日

平20-1-00104号 0172-39-3136

弘前大学 教育の新動向

法令改正等の趣旨，新学習指導要領の構造，教育課程経営の
あり方，学校・家庭・地域との連携・融合，ＬＤ，ＡＤＨＤ等の特別
支援教育，不登校児等へのカウンセリング・マインド，学校での
安全教育等社会の変化と子どもの発達との関係の理解を図る。

青森県弘前市 12時間
平成20年8月23日～
平成20年8月24日

平20-1-00105号 0172-39-3136

宮城教育大学 最新の教育事情に関する事項

近年教育現場を取り巻く環境について、最新事情に教員養成大
学としての専門的切り口から関して講義する。
これにより、これまでの実践を振り返り、今後の教員としての方
向性・使命感を培い、教職への意欲を向上させることを目的とし
ている。

宮城県仙台市 12時間
平成20年8月18日～
平成20年8月19日

平20-1-00106号 022-214-3521

秋田大学 教育の最新事情

教育に関わる最新の制度，政策，理論の動向を扱うとともに，教
育実践・臨床に関わる具体的な諸問題を取り上げ，出来るだけ
受講者参加型の実施形態を目指す。また，ワークショップの部
分も設け，受講者との交流の機会を設ける。

 秋田県秋田市 12時間
平成20年8月4日～
平成20年8月5日

平20-1-00107号  018-889-3193

秋田大学 教育の最新事情

教育に関わる最新の制度，政策，理論の動向を扱うとともに，教
育実践・臨床に関わる具体的な諸問題を取り上げ，出来るだけ
受講者参加型の実施形態を目指す。また，ワークショップの部
分も設け，受講者との交流の機会を設ける。

 秋田県秋田市 12時間
平成20年8月5日～
平成20年8月6日

平20-1-00108号  018-889-3193

「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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秋田大学 教育の最新事情

教育に関わる最新の制度，政策，理論の動向を扱うとともに，教
育実践・臨床に関わる具体的な諸問題を取り上げ，出来るだけ
受講者参加型の実施形態を目指す。また，ワークショップの部
分も設け，受講者との交流の機会を設ける。

 秋田県大館市 12時間
平成20年8月18日～
平成20年8月19日

平20-1-00109号  018-889-3193

東京学芸大学 教育の最新事情
教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、教育学および教育心理学のこれまでの研究によっ
て得られた知見に基づいて講義する。

東京都小金井市 12時間
平成20年8月20 日,
平成20年8月21日

平20-1-00110号 042-329-7120

東京学芸大学 教育の最新事情
教職、子どもの変化、教育政策の動向、学校の内外での連携協
力について、教育学および教育心理学のこれまでの研究によっ
て得られた知見に基づいて講義する。

東京都小金井市 12時間
平成20年9月16 日～
平成20年9月19日

平20-1-00111号 042-329-7120

早稲田大学 教育の最新事情

私立総合大学の資源を最大限活用し、現場に詳しい専門家に
よる「教育の最新事情」についてのオンデマンドビデオコンテン
ツを作成し提供する。希望者には、講習内容について特に理解
を深めたい事項に関するスクーリングを選択受講できる機会を
提供する。

インターネット 12時間
平成20年7月28日～
平成20年8月21日

平20-1-00112号 03-5286-3838

日本教育大学院
大学

教育の最新事情

「知る」「理解する」ことが必要な事項については丁寧に講義を
行い、その知識が教育現場においてどのように活かされるのか
について検討する。受講者が自ら現場で直面している問題や課
題意識を持ち寄り、それを受講者同士や講師と共有することで、
より具体的な知見を身に付ける。これにより、知識と実践力をと
もに高める実りのある研修を行いたい。

東京都千代田区 12時間
平成20年8月4日～
平成20年8月5日

平20-1-00113号 03-3237-1811

竹早教員保育士
養成所

最新の教育事情

幼稚園及び教員を取りまく最新の教育の動きについての理解を
図るとともに、教員が自らの教職生活を振り返り自己を変革させ
ようという意欲の喚起の機会とする。
教育関係の法の改正や教育改革の動向などへの理解を深め
る。また、幼稚園教育要領の改訂についての考え方、改訂の活
動内容などへの理解を深めるとともに、子どもたちの実態をふま
えた幼稚園での教育活動の在り方について考察する。
１．幼稚園及び教員を取り巻く最新の状況の考察
２．改訂幼稚園教育要領と幼児教育
３．幼児期における人間力の形成

東京都文京区 12時間
平成20年10月18日,
平成20年10月25日,
平成20年11月8日

平20-1-00114号 03-3811-7251

女子美術大学 学校教育の現代的課題

現代社会において学校を取り巻くさまざまな問題や課題につい
て論じる。具体的には子どもの社会的不適応行動や精神的不
健康の問題、ADHD、アスペルガー障害などの発達障害、学習
指導要領と学力問題、道徳教育、教育困難校の問題などであ
る。

神奈川県相模原市 14時間
平成20年8月19日～
平成20年8月20日

平20-1-00115号 042-778-6613

富山大学 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
ついての理解について，最新の「教育問題」，「学校問題」，心理
学研究，教育改革の動向などを通して学ぶ。

富山県富山市 12時間
平成20年7月5日,
平成20年7月12日

平20-1-00116号 076-445-6097
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岐阜大学 教育の最新情報

学校を巡る状況変化・専門職たる教員の役割・子どもの発達に
関する課題・子どもの生活の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・その他教育改革の動向・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

岐阜県高山市 12時間
平成20年7月30日～
平成20年7月31日

平20-1-00117号 058-293-2133

岐阜大学 教育の最新情報

学校を巡る状況変化・専門職たる教員の役割・子どもの発達に
関する課題・子どもの生活の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・その他教育改革の動向・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

岐阜県岐阜市 12時間
平成20年8月4日～
平成20年8月5日

平20-1-00118号 058-293-2133

静岡大学 教育の最新事情

本講習は二人の教員が各6時間にわたり、以下の内容を担当す
る。
■教職，政策・経営及び地域連携に関する内容を扱う。授業で
は，講義のあと，ワークシート作業とグループ討議を行う。学校
現場と教育の最新事情の「練り合い」をめざしたダイナミックな
講習を目指す。
■教育心理学の最新の知見を講義するとともに，子ども理解，
学習指導及び生徒指導の具体的課題を扱う。授業では，講義
のあと，ワークシート作業とグループ討議を行う。学校現場と教
育の最新事情の「練り合い」のできる講習を目指す。

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20-1-00119号 054-238-4453

静岡大学 教育の最新事情

本講習は二人の教員が各6時間にわたり、以下の内容を担当す
る。
■教職，政策・経営及び地域連携に関する内容を扱う。授業で
は，講義のあと，ワークシート作業とグループ討議を行う。学校
現場と教育の最新事情の「練り合い」をめざしたダイナミックな
講習を目指す。
■教育心理学の最新の知見を講義するとともに，子ども理解，
学習指導及び生徒指導の具体的課題を扱う。授業では，講義
のあと，ワークシート作業とグループ討議を行う。学校現場と教
育の最新事情の「練り合い」のできる講習を目指す。

静岡県三島市 12時間
平成20年8月20日～
平成20年8月21日

平20-1-00120号 054-238-4453

愛知教育大学
AC  教職についての省察等に関す
る科目（幼稚園教員を除く全教員
用）

＜A-1　教職についての省察＞
　○教育・子どもの現在と教職の課題
　○学校を巡る状況と教員の役割
＜A-2①　子どもの発達・変化の理解と指導・支援＞
　○子どもの心理学的発達・学級集団の理解と指導の実際
　○社会的・文化的環境の変化と生徒指導の方法
　○脳機能からみた子どもの行動の制御とその支援方法
＜C-1　現代教育課題と指導のあり方＞
　○現代の教育課程と授業づくり，学習意欲の形成と学習指導
＜C-2　学校の内外での連携協力についての理解＞
　○組織としての学校と同僚性の構築
　○保護者との協働性の構築
　○安全管理・危機管理，情報管理

愛知県刈谷市 12時間
平成20年8月20日～
平成20年8月21日

平20-1-00121号 0566-26-2708

3 / 5 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 電話番号

愛知教育大学
AC  教職についての省察等に関す
る科目（幼稚園教員用）

＜A-1　教職についての省察＞
　○教育・子どもの現在と教職の課題
　○学校を巡る状況と教員の役割
＜A-2②　園にいる気になる子どもの理解＞
　○園にいる気になる子どもの理解
＜C-1　現代の教育課題と指導のあり方＞
　○現代の教育課程と授業づくり，学習意欲の形成と学習指導
＜C-2　学校の内外での連携協力についての理解＞
　○組織としての学校と同僚性の構築
　○保護者との協働性の構築
　○安全管理・危機管理，情報管理

愛知県刈谷市 12時間
平成20年8月20日～
平成20年8月21日

平20-1-00122号 0566-26-2708

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における最新諸事情

幼稚園教育における（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、及び
（４）学校の内外における連携協力のについては、様々な問題
の対する組織的対応の必要性と、学校における危機管理上の
課題に分け、以上５つの事項について最新の知識を学ぶ。

愛知県名古屋市 12時間
平成20年11月10日～
平成20年11月13日

平20-1-00123号 052-962-9113

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における最新諸事情

幼稚園教育における（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、及び
（４）学校の内外における連携協力のについては、様々な問題
の対する組織的対応の必要性と、学校における危機管理上の
課題に分け、以上５つの事項について最新の知識を学ぶ。

愛知県西加茂郡三
好町

12時間
平成20年12月22日～
平成20年12月23日

平20-1-00124号 052-962-9113

名古屋文化学園
保育専門学校

幼稚園教育における最新諸事情

幼稚園教育における（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、及び
（４）学校の内外における連携協力のについては、様々な問題
の対する組織的対応の必要性と、学校における危機管理上の
課題に分け、以上５つの事項について最新の知識を学ぶ。

三重県津市 12時間
平成20年12月25日～
平成20年12月26日

平20-1-00125号 052-962-9113

近大姫路大学
今、学校づくりに求められる教育の
最新事情

１　教職についての省察
２　こどもの変化についての理解
３　教育施設の動向についての理解
４　学校の内外における連携協力についての理解

兵庫県姫路市 12時間
平成20年8月18日～
平成20年8月19日

平20-1-00126号 079-247-7393

島根県立大学短
期大学部

教育の最新事情

学校を巡る近年の変化について解説し、教職についての省察を
促す。学習指導要領の改訂の動向の理解に向けて、子どもの
変化を踏まえた課題を論説する。子どもの発達に関する脳科学
と心理学等の最新知見を解説し、教育の新たな課題と連携の重
要性について論説する。

島根県出雲市 12時間

平成20年10月5日,
平成20年10月18日,
平成20年11月8日,
平成20年11月9日

平20-1-00127号 0852-26-5525

香川大学 教育の最新事情（香川大学会場）

①教職について、学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役
割から省察する。②子どもの発達に関する最新知見等を基に子
どもの生活を踏まえた適切な指導の在り方を探る。③学習指導
要領の改訂や教育改革の動向から教育政策を理解する。④各
種課題への組織的対応や連携協力について講じる。

香川県高松市 12時間
平成20年8月21日～
平成20年8月22日

平20-1-00128号 087-832-1143

香川大学 教育の最新事情（観音寺会場）

①教職について、学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役
割から省察する。②子どもの発達に関する最新知見等を基に子
どもの生活を踏まえた適切な指導の在り方を探る。③学習指導
要領の改訂や教育改革の動向から教育政策を理解する。④各
種課題への組織的対応や連携協力について講じる。

香川県観音寺市 12時間
平成20年8月21日～
平成20年8月22日

平20-1-00129号 087-832-1143
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香川大学 教育の最新事情（土庄会場）

①教職について、学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役
割から省察する。②子どもの発達に関する最新知見等を基に子
どもの生活を踏まえた適切な指導の在り方を探る。③学習指導
要領の改訂や教育改革の動向から教育政策を理解する。④各
種課題への組織的対応や連携協力について講じる。

香川県小豆郡土庄
町

12時間
平成20年8月21日～
平成20年8月22日

平20-1-00130号 087-832-1143

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。

鹿児島県奄美市 12時間
平成20年8月8日～
平成20年8月9日

平20-1-00131号 099-285-7351

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。

鹿児島県西之表市 12時間
平成20年8月20日,
平成20年8月27日
平成20年9月6日

平20-1-00132号 099-285-7351
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