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独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

雪の自然体験活動と指導法
（国立妙高青少年自然の家）

 国立妙高青少年自然の家の雪の自然体験活動を通して、
体験活動の教育的意義やその指導方法を理解し、教員とし
ての資質・能力の向上を図るとともに、学校教育における体
験活動の充実に寄与する実践的な研修とする。

新潟県妙高市 18時間
平成21年1月5日～
平成21年1月7日

教諭 小・中学校教諭 3,880円 30人
平成20年11月10日～
平成20年12月19日

平20-2-00888号 0255-82-4321 http://myoko.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

学級経営に生かす体験活動
（国立吉備青少年自然の家）

　教員に求められるコミュニケーション能力及び体験活動に
ついて，国立吉備青少年自然の家の事業活動である様々
な自然体験活動等を通して，教師力を高めるとともに，理解
が深められる実践的な研修とする。

岡山県加賀郡
吉備中央町

12時間
平成21年1月11日～
平成21年1月12日

教諭 小・中学校教諭 2,520円 30人
平成20年11月17日～
平成20年12月15日

平20-2-00889号 0866-56-7232 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教科指導・学習指導に生か
す体験活動
（国立立山青少年自然の家）

　学校教育の喫緊の課題となっているコミュニケーション能
力不足や自然体験活動不足に対応するため，体験学習を
取り入れた人間関係作りの方法を身につけるとともに，国立
立山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。

富山県中新川
郡立山町

18時間
平成21年1月16日～
平成21年1月18日

教諭 小・中学校教諭 4,000円 50人
平成20年12月1日～
平成20年12月26日

平20-2-00890号 076-481-1321 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教師のための地域の教育資
源を活かした体験活動ワー
クショップ(国立若狭湾青少
年自然の家）

本予備講習では、地域の教育資源を活用した体験活動へ
の理解を促進し、企画力と実践力を身に付け、学校内外に
おける多彩な連携の中で教科指導・行事等の充実を図るこ
とができる能力を養う。講義では学習指導要領における体
験活動の重要性について触れ、実践事例の協議を行う。学
級作りに役立つ体験活動、地域の教育資源を活かした体験
活動を体験し、それらの手法を取り入れた指導案作成のグ
ループ討議を行う。

福井県小浜市 18時間
平成20年12月25日～
平成20年12月27日

教諭 小・中学校教諭 4,000円 50人
平成20年11月10日～
平成20年12月12日

平20-2-00891号 0770-54-3100 http://www.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

「教師のための体験学習法
ワークショップ」
(国立諫早青少年自然の家）

教師が，国立諫早青少年自然の家での野外活動を通して，
体験学習法をベースとした教育手法を授業などの日常の教
育活動にいかすことができるような研修を行う。

長崎県諫早市 18時間
平成20年12月25日～
平成20年12月27日

教諭
小・中・高等学校
教員

4,000円 50人
平成20年11月15日～
平成20年12月15日

平20-2-00892号  0957-25-9111 http://isahaya.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

平成２０年度　教員免許状更
新講習予備講習
（国立日高青少年自然の家）

　「体験活動を通じた学級づくり」をコンセプトとして，雪に親
しむ等の冬季における「自然体験活動」，グループの合意形
成の手法を学ぶ「コンセンサス実習」，学級の結束力を高め
る「イニシアティブゲーム」などを取り入れ，学級経営や教科
指導におけるグループ活動に役立つ指導方法を，参加者が
体験的に学ぶことができる研修を行う。

北海道沙流郡
日高町

18時間
平成21年1月8日～
平成21年1月10日

教諭
小・中・高等学校
教諭

5,200円 50人
平成21年11月1日～
平成21年12月12日

平20-2-00893号 01457-6-2956 http://hidaka.niye.go.jp/

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教科指導・学習指導に生か
す体験活動
（国立信州高遠青少年自然
の家）

教師に求められるコミュニケーション能力の向上や、自然体
験活動の指導方法を身につけると共に、国立信州高遠青少
年自然の家での野外活動を通した実践的な活動を行う。

長野県伊那市 18時間
平成21年1月10日～
平成21年1月12日

教諭
小・中・高等学校
教諭

3,800円 50人
平成20年12月1日～
平成20年12月26日

平20-2-00894号 ０２６５－９６－２５２５ http://takato.niye.go.jp/

「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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独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

教科指導・学習指導に生か
す体験活動
（国立信州高遠青少年自然
の家）

教師に求められるコミュニケーション能力の向上や、自然体
験活動の指導方法を身につけると共に、国立信州高遠青少
年自然の家での野外活動を通した実践的な活動を行う。

長野県伊那市 18時間
平成21年3月21日～
平成21年3月23日

教諭
小・中・高等学校
教諭

3,800円 30人
平成20年12月1日～
平成21年2月28日

平20-2-00895号 ０２６５－９６－２５２５ http://takato.niye.go.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、国公私立の区別なく、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子どもの安全と危機管理体制
のあり方②食育について③保護者支援のあり方などを中心
に講義等を行います。

山口県岩国市 6時間
平成20年12月20日,
平成21年1月10日,
平成21年1月17日

教諭 幼稚園教諭向け 7,000円 20人
平成20年11月16日～
平成20年11月28日

平20-2-00896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

幼稚園教育内容を深める

本講習は、国公私立の区別なく、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現場に生かす幼稚園教育要
領について②理想の教育課程作成についてなどを中心に
講義等を行います。

大阪府大阪市 6時間 平成20年12月6日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 150人
平成20年11月16日～
平成20年11月23日

平20-2-00897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

幼稚園教育内容を深める

本講習は、国公私立の区別なく、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、幼児期の発達特性についてな
どを中心に講義等を行います。

大阪府大阪市 6時間 平成21年3月26日 教諭 幼稚園教諭向け 6,000円 150人
平成21年1月14日～
平成21年2月13日

平20-2-00898号 03-3237-1080 http://www.youchien-kikou.com/

社団法人青少
年交友協会

生活体験指導者養成講習

これからの青少年の健全育成には、学校・家庭・地域の連
携が重要となっています。　宿泊・自炊による共同生活をし
ながら、各大学の幅広い分野の先生方の講義を受けること
で、実学的な理論と実技を習得し、社会性や人間性を豊に
して人間力の向上を図り、日常生活に必要な当たり前の生
活の知恵(生活文化）を身につけ＜教育現場での指導力向
上に役立てていただけます。

東京都渋谷区 19.5時間
平成20年12月25日～
平成20年１2月26日

教諭
小学校・中学校・
高等学校・中等学
校

23,000円 35人
平成20年10月20日～
平成20年11月28日

平20-2-00899号 03-5391-1901 http://www.din.or.jp/~kouyuu
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