
【平成２９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
「特別の教科　道徳」の授業づくりと、これから
の学校教育

教諭 小・中学校教諭 70名 8月17日（金） 6時間 永田　繁雄

教育実践創成 11047 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16日(木) 6時間 渡辺　貴裕

特別支援教育 11053
通常学級に在籍する児童・生徒の言語障害：
吃音と特異的言語発達障害

教諭
養護教諭

小・中学校教諭、養護教諭 70名 8月3日（金） 6時間 伊藤　友彦

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9日(木) 6時間 加瀬　進

特別支援教育 11057 発達障害と特別支援教育入門
教諭

養護教諭
幼・小・中・高等学校教諭、特別支援学
校教諭、養護教諭

30名 8月3日（金） 6時間 奥住　秀之

国語教育 11065 話しことばの科学 教諭 小・中学校教諭（国語） 50名 8月3日（金） 6時間 白勢　彩子

国語教育 11068
主体的能動的な力につなげる外国人児童生徒
のための日本語＋教科の統合教育

教諭 小・中・高等学校教諭 30名 8月20日(月) 6時間 南浦　涼介

英語教育 11072 アメリカ映画に見る人種とジェンダー 教諭 中・高等学校教諭（英語） 50名 8月6日(月) 6時間 斎木　郁乃

社会科教育 11074 袁世凱で見る中国近代史 教諭
高等学校教諭（社会）（小・中学校教諭も
可）

50名 8月6日(月) 6時間 田中　比呂志

社会科教育 11075
新しい江戸イメージ―江戸を学ぶ、江戸から学
ぶ―

教諭 小・中・高等学校教諭（社会科） 100名 8月10日(金) 6時間 大石　学

社会科教育 11078
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(水) 6時間
川﨑　誠司
小嶋　茂稔

社会科教育 11083 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6日(木) 6時間 牛垣　雄矢

社会科教育 11084 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9日(木) 6時間 稲見　正浩

社会科教育 11085 「道徳」教育・「倫理」教育と中国思想 教諭
小・中学校教諭(社会)・高等学校教諭(地
歴･公民)

70名 8月7日(火) 6時間 井ノ口　哲也

理科教育 11099
太陽、月、星の動き～人類はこれをどのように
理解してきたか～

教諭 小・中学校教諭(理科) 30名 8月3日（金） 6時間 西浦　慎悟

理科教育 11107 物性科学の楽しさ 教諭 中・高等学校教諭（理科・物理・化学） 30名 8月2日（木） 6時間 金沢　育三

理科教育 11112 燃料電池を題材とした実験 教諭 中・高等学校教諭（理科） 20名 8月10日(金) 6時間 生尾　光

音楽教育 11115 学ぼう指揮法 教諭 小・中・高等学校教諭（音楽） 20名 8月3日（金） 6時間 山本　訓久

音楽教育 11116 合唱法 教諭 幼･小・中・高等学校教諭（音楽） 60名 8月8日(水) 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16日(木) 6時間 山内　雅弘

美術教育 11123
情報機器を利用した「わかる」伝え方のテクニッ
ク

教諭 小・中学校教諭 70名 8月20日(月) 6時間 青山　司

美術教育 11127 造形コミュニケーション 教諭 幼・小・中学校教諭、特別支援学校教諭 30名 8月16日(木) 6時間 石井　壽郎

保健体育 11129
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7日(火) 6時間 奥村　基生

保健体育 11130 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8日(水) 6時間 新海　宏成

保健体育 11131 陸上のスキルアップ講座 教諭 小学校教諭 30名 8月9日(木) 6時間
繁田　進
齋藤　祐一

保健体育 11132 ボールゲームの戦術学習 教諭 小学校教諭 40名 8月16日(木) 6時間 瀧井　敏郎

保健体育 11134
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（木） 6時間 高橋　宏文

保健体育 11136
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2日（木） 6時間 鈴木　秀人

★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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保健体育 11138
体つくり運動で使える運動遊び～アクティブ・
チャイルド･プログラムの理論と実際～

教諭
養護教諭

幼稚園・小・中学校教諭、養護教諭 40名 8月6日(月) 6時間 佐藤　善人

生涯教育 11142
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-ク

教諭
養護教諭

小・中・高等学校教諭、特別支援学校教
諭、養護教諭

30名 8月8日(水) 6時間 君塚　仁彦

多言語多文化
教育

11145 英語教師のためのフランス語講座 教諭
幼・小・中･高等学校教諭（言語・歴史・社
会）、特別支援学校教諭

30名 8月2日（木） 6時間 荻野　文隆

多言語多文化
教育

11153 漢詩朗読のための中国語入門 教諭 小・中・高等学校教諭（国語） 30名 8月6日(月) 6時間
木村　守
范文玲

多言語多文化
教育

11154 漢詩朗読のための中国語入門 教諭 小・中・高等学校教諭（国語） 30名 8月10日(金) 6時間
木村　守
范文玲

多言語多文化
教育

11155 漢字とコンピュータ活用入門 教諭
幼・小・中・高等学校教諭、特別支援学
校教諭

30名 8月8日(水) 6時間 木村　守

地域研究教育 11156
台湾の神仏を見ながら異文化理解教育を考え
る

教諭
小・中・高等学校教諭
（英語・社会科等を中心とするが、多文
化共生教育に関心をもつ教員）

70名 8月17日（金） 6時間 藤井健志


