
【平成２８年度と同一の講習一覧】

専攻・コース等
講習科目

CD（コード） 講習名
履修認定
対象職種

主な受講対象 定員 開講日 時間 担当講師

教育実践創成 11045 演劇的手法を活用した授業づくり 教諭 小・中・高等学校教諭 30名 8月21日（月） 6時間 渡辺　貴裕

特別支援教育 11052 当事者の視点から探る発達障害の理解と支援
教諭

養護教諭
発達障害の発達支援にかかわる専門家
向け（入門講座ではない）

70名 8月2日（水） 6時間 髙橋　智

特別支援教育 11054
知的障害児性教育入門－「ワールド・カフェ」で
学びあう一日

教諭
養護教諭

特別支援学級担当教諭、特別支援学校
教諭、養護教諭

30名 8月4日（金） 6時間 加瀬　進

家政教育 11059
実験・実習を通して考える健康・安全・快適な住
まい

教諭 小・中・高等学校教諭（家庭科） 30名 8月18日（金） 6時間 萬羽　郁子

英語教育 11072 「通じる英語」を目指す発音指導入門 教諭 中・高等学校教諭(英語) 50名 8月2日（水） 6時間 高山　芳樹

社会科教育 11073
公正な社会的判断力の育成のための社会的・
歴史的事象の捉え方

教諭 小・中・高等学校教諭 40名 8月8日（火） 6時間
川﨑　誠司
小嶋　茂稔

社会科教育 11076 袁世凱を通じて考える中国近現代史 教諭
高等学校教諭（社会・歴史、小・中学校
教諭も可）

60名 8月8日（火） 6時間 田中 比呂志

社会科教育 11078 グローバル化時代の地理的世界 教諭 小・中・高等学校教諭 60名 8月7日（月） 6時間
椿　真智子
澤田　康徳

社会科教育 11080 現代都市の地理的世界 教諭 小・中・高等学校教諭（社会・地理） 70名 8月18日（金） 6時間 牛垣　雄矢

社会科教育 11083 インド哲学の諸問題 教諭 中・高等学校教諭（社会・公民） 40名 8月10日（木） 6時間 稲見　正浩

社会科教育 11084 「道徳」教育・「倫理」教育と中国思想 教諭 小・中・高等学校教諭 70名 8月9日（水） 6時間 井ノ口　哲也

理科教育 11094 小学校理科における実験観察のポイント 教諭 小学校教諭 24名 8月9日（水） 6時間
鎌田　正裕
中西　史

理科教育 11096 金属イオンの定量 教諭 中・高等学校教諭（理科） 20名 8月10日（木） 6時間 小坂　知己

音楽教育 11114 学ぼう指揮法 教諭 小・中・高等学校教諭（音楽） 20名 8月7日（月） 6時間 山本　訓久

音楽教育 11115 合唱法 教諭 幼・小・中・高等学校教諭（音楽） 60名 8月8日（火） 6時間 横山　和彦

音楽教育 11120 現代音楽鑑賞法 教諭 小・中・高等学校教諭（音楽） 40名 8月18日（金） 6時間 山内　雅弘

美術教育 11122 初めてのシリコン型づくり 教諭 幼・小・中学校教諭（美術） 20名 8月3日（木） 6時間 宮里　明人

美術教育 11124 日本画制作―表現の幅を広げよう― 教諭
小学校教諭（図画工作）、中学校教諭
（美術）

20名 8月2日（水） 6時間 速水　敬一郎

美術教育 11128 つくる　描く　伝える 教諭 小・中学校教諭 30名 8月4日（金） 6時間 花澤　洋太

美術教育
（書道）

11129 鑑賞教育の理論と実践 教諭 中・高等学校教諭（書道・国語） 30名 8月2日（水） 6時間 萱　のり子

保健体育 11130 陸上のスキルアップ講座 教諭 小学校教諭 30名 8月17日（木） 6時間 繁田　進

保健体育 11131 ボールゲームの戦術学習 教諭 小学校教諭 40名 8月21日（月） 6時間 瀧井　敏郎

保健体育 11132 運動指導に活かすスポーツバイオメカニクス 教諭 小・中・高等学校教諭（保健体育） 70名 8月9日（水） 6時間 新海　宏成

保健体育 11133
小学校体育におけるボールゲームの学習指導
の在り方～タグラグビーの実技を含む～

教諭 小学校教諭 36名 8月3日（木） 6時間 鈴木　秀人

保健体育 11134 フリースロー上達法 教諭 小・中・高等学校教諭（保健体育） 60名 8月8日（火） 6時間 岩本　良裕

保健体育 11135
知っておきたい運動学習と指導のための基礎
理論

教諭
養護教諭

小・中・高等学校教諭（保健体育）、養護
教諭

70名 8月3日（木） 6時間 奥村　基生

保健体育 11136
スポーツ(運動)のパフォーマンスアップのため
の指導法を考える

教諭
小・中・高等学校教諭（保健体育、ス
ポーツ指導に関わる教諭）

60名 8月2日（水） 6時間 高橋　宏文

生涯教育 11140
人権教育課題としてのハンセン病問題を学ぶ
―国立ハンセン病資料館フィールドワーク

教諭
小・中・高等学校教諭、特別支援学校教
諭

30名 8月9日（水） 6時間 君塚　仁彦

★昨年度も本学で免許状更新講習を受講された方へ

　免許状更新講習は、講習の性質上、同一の講習を重複して受講することは認められておりません。これは同一年度内のみでは
なく、年度を越えた場合も同様ですので、昨年度、以下の講習を受講された方は、今年度同じ講習を受講しても更新に必要な時
間数に含めることはできません。
　講習を選択される際には、ご自身の履修済み講習をご確認いただき、重複がないようご注意願います。
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生涯教育 11142 学校図書館の動向と課題 教諭 小・中・高等学校教諭 70名 8月10日（木） 6時間 前田　稔

多言語多文化
教育

11147 漢詩朗読のための中国語入門 教諭 小・中・高等学校教諭 30名 8月3日（木） 6時間 木村　守

多言語多文化
教育

11148 授業に役立つ漢詩名作鑑賞入門 教諭 小・中・高等学校教諭 100名 8月4日（金） 6時間 松岡　榮志

地域研究教育 11153 カーストから理解する南アジア 教諭 小・中学校教諭 50名 8月10日（木） 6時間 小西　公大

表現教育 11161 日本の演劇教育の課題―ドイツとの対比で 教諭 小・中・高等学校教諭 40名 8月17日（木） 6時間 中島　裕昭


