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山形大学
体の仕組みを知る，診る
技術

①心電図，血圧，呼吸等生体信号を測るためのモ
ニタやその原理
②体内を可視化する技術の物理的な原理と数学
的な技法
③脳の高度な情報処理機能のメカニズムの解明
④人間はどのようにして熟練して知識を記述する
のか
⑤分子の視点からの筋肉の収縮を分かり易く解説
する。

山形県米沢市 12時間
平成20年12月6日～
平成20年12月7日

教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 30人
平成20年10月20日～
平成20年11月14日

平20-2-00852号 023-628-4192

山形大学
暮らしの中のエレクトロニ
クス

①太陽電池の高効率化のための新しい技術
②磁気記憶装置磁性体の基本的な性質と応用
－電気エネルギーを利用して－
③従来の方法では分解できない有害ガス等を高
効率に処理できる装置についての解説・実験を行
う。

山形県米沢市 6時間 平成20年12月13日 教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 30人
平成20年10月20日～
平成20年11月14日

平20-2-00853号 023-628-4192

新島学園短期
大学

運動を見る目を養う

近年、子どもの体力・運動能力が低下しているとい
われる。我々は、どのようにしてその責任をとるの
か。生活の中で子どもの動きに目を向け、問題に
気づき、改善していくための考え方について学ぶ。

群馬県高崎市 6時間 平成20年12月21日 教諭 幼稚園教諭 2,000円 40人
平成20年10月20日～
平成20年11月15日

平20-2-00856号 027-326-1155

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。

群馬県高崎市 6時間 平成20年12月23日 教諭 幼稚園教諭 2,000円 25人
平成20年10月20日～
平成20年11月15日

平20-2-00857号 027-326-1155

新島学園短期
大学

日本文化と季節感

日本人の季節感は、日本文化に大きな影響を与え
ています。季節美感と日本文化の関係を捉えるこ
とは、幼児の情操教育を展開していく上で重要だと
考えます。本講義は、季節美感の生成を、色彩感
覚や歌語を通して見ていきます。

群馬県高崎市 6時間 平成20年12月26日 教諭 幼稚園教諭 2,000円 40人
平成20年10月20日～
平成20年11月15日

平20-2-00858号 027-326-1155

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。幼児音楽教育における『こどもさん
びか』の果たす現代的意義を、改訂版と旧版の比
較や指導方法のアイデアの実践とともに考察す
る。

群馬県高崎市 6時間 平成20年12月27日 教諭 幼稚園教諭 2,000円 25人
平成20年10月20日～
平成20年11月15日

平20-2-00859号 027-326-1155

「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する予備講習
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人間総合科学
大学

平成20年度人間総合科学
大学予備講習(教科指導、
生徒指導、その他教育の
充実に関する事項)

本学が提唱する新しい学問領域である『心身健康
科学』の中から、教職に求められる「教科指導、生
徒指導、その他教育の充実に関する事項」に役立
つ専門知識を、以下の10種類から1つを選択して
学ぶ。

①心身健康科学概論
②ストレスと健康
③心身医学
④行動科学概論
⑤生命科学概論
⑥生命倫理学
⑦発達心理学
⑧青年期心理学
⑨現代家族論
⑩保健学

通信教育 18時間

②③⑤⑦⑩
平成20年11月1日～
平成21年1月25日

①④⑥⑧⑨
平成20年11月1日～
平成21年2月8日

教諭
養護教諭

幼稚園,小学校,
中学校,高等学
校,特別支援学
校の教諭及び
養護教諭

4,500円程度 100人
平成20年9月27日～
平成20年10月21日

平20-2-00860号 048-749-6111

埼玉純真短期
大学

子どもの表現活動と指導
法

音楽分野および体育分野において、子どもの表現
（音楽的な表現および表現運動）について学ぶ。ま
た、新しいリズム感覚を体験するなかで、子どもの
あそびを創り出し、指導法を学ぶ。

埼玉県羽生市 6時間
平成20年11月29日～
平成20年11月30日

教諭
幼稚園教諭,
小学校教諭

0円 50人
平成20年10月20日～
平成20年11月10日

平20-2-00861号 048-562-0711

埼玉純真短期
大学

小学校における社会科・
生活科の学習

小学校の社会科および生活科において、導入・課
題意識・指導内容などを検討する。また、各科目に
おける年間指導計画を検討し、教師の役割を学
ぶ。

埼玉県羽生市 6時間
平成20年11月29日～
平成20年11月30日

教諭 小学校教諭 0円 50人
平成20年10月20日～
平成20年11月10日

平20-2-00862号 048-562-0711

独立行政法人
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Ⅰ）

地域の科学館等の活用法、実習を取り入れた授
業の組み立て方、学習プランの組み立て方等につ
いて理解を深める。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。

千葉県千葉市 6時間 平成20年11月1日 教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 20人
平成20年10月1日～
平成20年10月15日

平20-2-00863号 03-5214-7634

独立行政法人
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Ⅱ）

地域の科学館等の活用法、実習を取り入れた授
業の組み立て方、学習プランの組み立て方等につ
いて理解を深める。本講座の実習では、生物音声
録音識別支援装置（ききみみずきん）を用いた実
習「耳をたよりに環境を調べよう」を体験する。

千葉県千葉市 6時間 平成20年11月9日 教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 20人
平成20年10月1日～
平成20年10月15日

平20-2-00864号 03-5214-7634

独立行政法人
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Ⅱ）

地域の科学館等の活用法、実習を取り入れた授
業の組み立て方、学習プランの組み立て方等につ
いて理解を深める。本講座の実習では、生物音声
録音識別支援装置（ききみみずきん）を用いた実
習「耳をたよりに環境を調べよう」を体験する。

千葉県千葉市 6時間 平成21年1月17日 教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 20人
平成20年12月1日～
平成20年12月15日

平20-2-00865号 03-5214-7634

2 / 6 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 対象職種 主な受講対象者 受講料等 受講人数 受講者募集期間 指定番号 電話番号

独立行政法人
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）

地域の科学館等の活用法、実習を取り入れた授
業の組み立て方、学習プランの組み立て方等につ
いて理解を深める。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。

鹿児島県屋久島
町

12時間
平成20年12月27日～
平成20年12月28日

教諭
小学校教諭,
中・高理科教諭

0円 20人
平成20年11月4日～
平成20年11月18日

平20-2-00866号 03-5214-7634

城西国際大学 探究学習の方法論

新学習指導要領では、探究学習の重要さが示され
ている。従来、探究学習は、地元教材にヒントを求
めることが一般的であるがそれだけでは不十分で
ある。例えば海産物が「なぜ」「どのようにして」製
品化されるのか、そのメカニズム、法則性を教員が
理解したとき、探究課題が完成する。豊富な実例と
ともに解説する。

千葉県東金市 12時間
平成20年12月27日～
平成20年12月28日

教諭 全教諭 0円 30人
平成20年11月1日～
平成20年12月15日

平20-2-00867号 0475-55-8842

城西国際大学 人権教育の今日的課題

　人間形成における「人権教育」の重要な意義を確
認するとともに、学校教育における教育の目標と
指導方法に関して実践的視点からの理解をもつこ
とをねらいとする。さらに、人権教育のすぐれた教
材や指導集を活用し検討することを通して道徳の
授業の進め方についての実践力を身につけること
を目指したい。あわせて、道徳教育や同和教育に
関しても十分な理解をもてるようにしたい。

千葉県東金市 6時間 平成20年12月29日 教諭 全教諭 0円 50人
平成20年11月1日～
平成20年12月15日

平20-2-00868号 0475-55-8842

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。

千葉県柏市 12時間
平成21年2月14日、
平成21年2月15日

教諭
中学校教諭,
高等学校教諭

12,000円 40人
平成20年12月1日～
平成20年12月10日

平20-2-00869号 04-7173-3397

麗澤大学
道徳教育の本質と具体的
展開

　道徳教育の本質に関わる問題の考察を通して、
「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
教育を展開する自信をもつことができることを目標
とする。

千葉県柏市 6時間
平成21年2月8日
平成21年2月22日

教諭、
養護教諭

小学校教諭,
中学校教諭,
高等学校教諭

6,000円 40人
平成20年12月1日～
平成20年12月10日

平20-2-00870号 04-7173-3397

順天堂大学
保健体育科教育の最新教
科教育理論と教育内容

教科指導（体育・保健）、生徒指導の基礎的知識と
現代の教育現場に必要な知識をもとに、これから
の体育及び保健の授業の在り方を学習する。さら
に、それぞれの指導内容を明確にした指導方法と
技術、および学習指導案の作成過程と教授方法
の工夫により指導能力向上の研修を行う。

千葉県印旛郡印
旛村

18時間
平成21年3月25日～
平成21年3月27日

教諭 中・高保体教諭 0円 50人
平成20年12月16日～
平成20年12月26日

平20-2-00871号 0476-98-1001

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教科指導・学級経営に生
かす体験活動

学校教育の喫緊の課題となっているいじめ等に対
応するため，体験活動を教科や生徒指導に生かす
方法を身につけるとともに，国立大隅青少年自然
の家での野外活動を通した実践的な研修を行う。

鹿児島県鹿屋市 18時間
平成20年11月22日～
平成20年11月24日

教諭 小･中学校教諭 3,360円 50人
平成20年10月15日～
平成20年11月7日

平20-2-00872号 0994-46-2222
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独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教科指導・学級経営に生
かす体験活動

学校教育の喫緊の課題となっているいじめ等に対
応するため，体験活動を教科や生徒指導に生かす
方法を身につけるとともに，国立大隅青少年自然
の家での野外活動を通した実践的な研修を行う。

鹿児島県鹿屋市 18時間
平成21年1月10日～
平成21年1月12日

教諭 小･中学校教諭 3,360円 50人
平成20年12月5日～
平成20年12月26日

平20-2-00873号 0994-46-2222

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

青少年基礎体力向上のた
めの実践指導講習会

運動の苦手な子どもの体力向上を図るために、比
較的容易に取り組める遊びやニュースポーツ等を
題材に、体を動かす楽しさを伝える指導法の研究
協議や実践指導することを通じて、青少年教育や
学校教育における指導力の向上を図る。

東京都渋谷区 18時間
平成21年1月10日～
平成21年1月12日

教諭 小学校教諭 0円 100人
平成20年10月1日～
平成20年12月5日

平20-2-00874号 03-6407-7725

財団法人日本
私学教育研究
所

日本私学教育研究所英語
（１）

英国の公的な国際文化交流機関で、「英語教育に
より人材育成」などを通じて、国際感覚を持つ人々
への啓蒙活動を行っているBritish Council と日本
私学教育研究所の連携協力により開催する英語
教諭向けの講習です。英国文化、教授法、言語イ
ンプット、試験の４つのセッションにより構成する講
習を実施します。

東京都千代田区 6時間 平成20年10月4日 教諭
高等学校,中学
校,中等教育学
校　教諭

15,000円 20人
平成20年9月10日～
平成20年9月29日

平20-2-00875号
03-3222-1621

財団法人日本
私学教育研究
所

日本私学教育研究所・情
報科教育法（１／３）

学習指導要領改訂における小・中・高校の情報教
育実施体制の改善について趣旨を理解した上で、
普通教科「情報」の学習指導要領改訂の概要を理
解し、指導案作成や模擬授業の実施を通して、中
教審答申に対応した授業改善力向上を図る（１．
情報モラルコース、２．情報科教育法基礎コース、
３．情報科教育法発展コースを各６時間３回で実施
予定、その第1回情報モラルコース）。

千葉県千葉市 6時間 平成20年12月26日 教諭
高等学校情報
科教諭向け

8,000円 20人
平成20年9月20日～
平成20年10月14日

平20-2-00876号 03-3222-1621

財団法人日本
私学教育研究
所

日本私学教育研究所・情
報科教育法（２／３）

学習指導要領改訂における小・中・高校の情報教
育実施体制の改善について趣旨を理解した上で、
普通教科「情報」の学習指導要領改訂の概要を理
解し、指導案作成や模擬授業の実施を通して、中
教審答申に対応した授業改善力向上を図る（１．
情報モラルコース、２．情報科教育法基礎コース、
３．情報科教育法発展コースを各６時間３回で実施
予定、その第２回情報科教育法基礎コース）。

千葉県千葉市 6時間 平成20年12月27日 教諭
高等学校情報
科教諭向け

8,000円 20人
平成20年9月20日～
平成20年10月14日

平20-2-00877号 03-3222-1621

財団法人大学
セミナーハウス

教育内容の充実

講習内容は、欧米VS日本の「近代化」の実態をと
らえ返しながら、主として学校マネジメント、子ども
の問題行動、教師の態度決定の具体相を掘り下
げ、あわせて現代日本の学校教育の理念的方向
性を展望する。

東京都八王子市 18時間
平成20年12月27日～
平成20年12月30日

教諭 小・中・高教諭 18,000円 80人
平成20年10月1日～
平成20年12月1日

平20-2-00878号 042-676-8512

椙山女学園大
学

「学校教育と個性化」

日本個性化教育学会と本学との連携による開設
講座という特色を前面に出し、「少人数指導」「個に
応じた指導」「チームティーチング」「総合学習」「国
際理解教育」「小学校の英語教育」「生活科」「芸術
教育」といった教育方法や教育内容の改善に関わ
る更新講習を試行する。ワークショップ形式の演習
を中心にした講習の方法についても工夫をする。

愛知県名古屋市 18時間
平成20年12月6日,
平成20年12月13日,
平成20年12月20日

教諭 小学校教諭 0円 30人
平成20年10月1日～
平成20年10月10日

平20-2-00879号 052-781-6466
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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。また、渡辺崋山を取り上げ、郷土史研究と歴史
教育の接点を探ることとする。

愛知県豊橋市 18時間
平成20年12月21日,
平成20年12月23日,
平成20年12月25日

教諭
中学校、高等学
校の社会科、地
歴科教諭

18,000円 80人
平成20年8月12日～
平成20年11月29日

平20-2-00880号 0532-47-4117

愛知大学
現代を見る眼
ー宇宙・環境・生命をめ
ぐって

宇宙、地球環境と生命に関する最新の研究をもと
とした講義により、学校教育における理科教育、自
然科学教育の活性化をめざす。教員の自然科学
への関心を高め、最近の「理科離れ」を解決する
教育力を育てたい。

愛知県名古屋市 18時間
平成20年12月21日,
平成20年12月23日,
平成20年12月25日

教諭

小学校,中学校,
高等学校教諭
（教科限定せ
ず）

18,000円 80人
平成20年8月12日～
平成20年11月29日

平20-2-00881号 0532-47-4117

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。

愛知県名古屋市 18時間
平成20年12月20日,
平成20年12月25日,
平成21年1月10日

教諭

小学校,中学校,
高等学校教諭
（教科限定せ
ず）

18,000円 40名
平成20年8月12日～
平成20年11月29日

平20-2-00882号 0532-47-4117

大阪千代田短
期大学

子どもの発達課題と教育
指導

現代社会における子どもの発達に根ざした教育活
動のあり方を学び、教材研究、指導の実際につい
て考える。また教育現場における「配慮を必要とす
る子ども」への支援の実際を、臨床心理学の立場
から考える。

大阪府河内長野
市

6時間 平成20年11月30日 教諭 幼稚園教諭 2.000円 50人
平成20年10月1日～
平成20年10月15日

平20-2-00883号 0721-52-4141

大阪千代田短
期大学

子どもの表現力を伸ばす
音楽指導とからだづくり

子どもの「表現意欲を引き出す」観点から、「音楽」
と「体育」について、その発達過程を学び援助の実
際を学ぶ。「音楽」では、歌唱や楽器演奏を、「体
育」では幼児の「からだづくり」を中心に指導案作
成と実技指導を行う。

大阪府河内長野
市

6時間 平成20年12月6日 教諭 幼稚園教諭 2.000円 50人
平成20年10月1日～
平成20年10月15日

平20-2-00884号 0721-52-4141

大阪千代田短
期大学

子どもの表現力を伸ばす
教育活動

子どもの「表現意欲を伸ばす」観点から、「図工」と
「表現」についてその発達過程を学び援助の実際
を学ぶ。「図工」「表現」についての教材研究、指導
案作成、ロールプレイを通して、課題を明らかにす
る。

大阪府河内長野
市

6時間 平成20年12月7日 教諭 幼稚園教諭 2.000円 50人
平成20年10月1日～
平成20年10月15日

平20-2-00885号 0721-52-4141

近大姫路大学
自然の科学における導入
及び学習材の工夫

１．自然の科学における導入及び学習教材の工夫
Ⅰ（生物分野）
２．自然の科学における導入及び学習教材の工夫
Ⅱ（化学分野）
３．自然の科学における導入及び学習教材の工夫
Ⅲ（物理分野）

新潟県長岡市 6時間 平成21年1月31日 教諭
幼稚園教諭,
小学校教諭

13,000円 35人
平成20年11月4日～
平成20年12月19日

平20-2-00886号 079-247-7393
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近大姫路大学 子どもの心の発達

１．日常生活での発達の把握
２．個人的支援と支援のネットワーク
３．支援の基本姿勢
４．発達支援とは
５．アセスメント支援と方法
６．現場での支援の実際

熊本県熊本市 6時間 平成21年1月31日 教諭
幼稚園教諭,
小学校教諭

10,000円 35人
平成20年11月4日～
平成20年12月19日

平20-2-00887号 079-247-7393
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