平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

岡山大学

小学校及び中学校教育の中に古典教育が位置づけられる
なか、こと『論語』を教材として扱う際の留意点、さらには、
『論語』の主要思想を分かりやすく講ずると共に、古典教育
【選択】旧閑谷学校で学ぶ論語の
森 熊男（教育学部非常勤講師）
の意義について触れる。また、旧閑谷学校の国宝講堂での
教え（2018年度講習）
國友 道一（教育学部非常勤講師）
論語学習を体験したり、閑谷学校の歴史・教育を学ぶことに
よって、規範意識の育成や学力向上など現在の学校教育が
抱える諸問題を考えるきっかけとしたい。

岡山大学

【選択】異文化間教育(2018年度
講習)

岡山大学

本講習では，古文・漢文に関する予備知識や考え方を
ヴァージョンアップしていただくための講習を行います。前半
は，唐詩研究における近年の主な動向について紹介し，教
【選択】<漢文>唐詩研究の現在・
科書に採られている唐詩等の教材研究に資することを目的
<古文>国語便覧「近世の文学」を
とします。後半は，本格的に学ぶ機会の比較的少ないであ
読む(2018年度講習)
ろう江戸時代の文学に関して，高等学校教材の国語便覧の
記述を参照しながら，研究の現段階において明らかになっ
ていることの補足説明を行います。

岡山大学

【選択】生徒指導の課題と対応
(2018年度講習)

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

受講人
数

岡山県備前市

6時間 平成30年12月2日

教諭

小学校教諭、中
学校の国語、社
会、道徳担当教
諭

6,000円

50人

世界的に人口の流動性が高まり、日本の国際化も進展して
いる。帰国・入国児童・生徒、国際家族で異文化に触れなが
ら育つ人々、学校のあるコミュニティに住む外国人も増えて
田中 共子（大学院社会文化科学研究科教授、
きた。このような時代の中で、児童・生徒や教師や保護者
岡山県岡山市
文学部教授）
が、異文化との接し方を身につけていくための教育の方法
が開発されてきている。全校種の方に、異文化とのつきあい
方を学ぶ「異文化間教育」の考え方と方法を紹介する。

6時間 平成30年8月20日

教諭

全校種の教諭

6,000円

20人

橘 英範（大学院社会文化科学研究科准教授、
文学部准教授）
岡山県岡山市
山本 秀樹（大学院社会文化科学研究科教授、
文学部教授）

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

近年、小中学校における生徒指導上の諸課題は複雑化、多
様化してきています。本講習では、授業の中で生じる生徒指
導上の諸課題を含め、それらに適切に対応する方法につい
て実践事例も交えながら講義及び演習を行います。

村松 敦（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）
岡山県岡山市
森安 史彦（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭

岡山大学

【選択】文学と教育(2018年度講
習)

本講習は、古典文学（古文および漢文）の分野において、作
品世界の表現、価値観（思想）、特質とその意義を解説し、
現行国語教材に対する解釈の深化、新たな国語教材の開
発に資することを目的とするものである。今年度は、古文で
は和歌を題材に、漢文では入門期教育・史伝を題材に、国
語教育への提案を試みたい。

松田 聡（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）
岡山県岡山市
土屋 聡（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）

6時間 平成30年8月4日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

岡山大学

【選択】初等国語科教育の最前
線C（2018年度講習）

義務教育期間の話すこと・聞くこと、書くこと、読むことの各
領域について育てるべき能力の見通しを共有し、その能力
田中 智生（大学院教育学研究科教授、教育学
を獲得させるための授業づくりの基本をカリキュラムマネジ
岡山県岡山市
部教授）
メントの観点から考える。本講習は免許法認定講習としても
申請する予定です。

6時間 平成30年8月21日

教諭

岡山大学

「小学校国語科映像指導資料ー言語活動の充実を図った
「読むこと」の授業づくり」をテキストに映像資料を見ながら
【選択】国語科における言語活動
授業改善について考えます。参加者同士で実践交流会を持 浮田 真弓（大学院教育学研究科教授、教育学
の充実と授業づくり(2018年度講
岡山県岡山市
ちますので、自分で書いた実践報告やこれから行ってみた 部教授）
習)
い自作の指導案などをお持ちください。言語活動の充実に
取り組みたい先生方の参加を歓迎いたします。

6時間 平成30年8月22日

教諭

1 / 18 ページ

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
507954号

https://edu.okayamau.ac.jp/

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507955号

https://edu.okayamau.ac.jp/

50人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507956号

https://edu.okayamau.ac.jp/

6,000円

40人

平成30年9月10日～
平成30年10月7日

平3010068086-251-7597
507957号

https://edu.okayamau.ac.jp/

6,000円

30人

平成30年6月18日～
平成30年7月15日

平3010068086-251-7597
507959号

https://edu.okayamau.ac.jp/

小学校教諭、中
6,000円
学校国語科教諭

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507960号

https://edu.okayamau.ac.jp/

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507961号

https://edu.okayamau.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】初等国語科教育の最前
線D(2018年度講習)

中学校との比較を通じて小学校国語科の授業づくりの基礎
を学びます。小学校国語科の教科書教材（光村図書版）を
例にとりながら、専門科学の成果を概観することを通して学 浮田 真弓（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
習指導要領の理解を深め、同時に児童期に固有な思考と表 部教授）
現に対応した指導法における原理原則を学習します。本講
習は免許法認定講習としても申請する予定です。

6時間 平成30年9月22日

教諭

小学校教諭、中
6,000円
学校国語科教諭

30人

平成30年8月6日～
平成30年9月2日

平3010068086-251-7597
507962号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】民主主義論の現在(2018
年度講習)

現代政治の代表的な仕組みであり理念である「民主主義」
について、現代の政治理論においてどのような議論や批判
ならびに実践が蓄積されているのかを紹介し、それが中学
高田 宏史（大学院教育学研究科准教授、教育
校ならびに高等学校における「政治」教育にとってどのような
岡山県岡山市
学部准教授）
意義を有しているのかを考察する。取り上げるテーマは、
「代表制民主主義の諸問題」、「熟議民主主義の実践」、「闘
技民主主義による現代政治批判」などを予定している。

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校・高等学
校社会科教諭

6,000円

30人

平成30年6月25日～
平成30年7月22日

平3010068086-251-7597
507968号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】合同式(2018年度講習)

本講習では、高校数学における合同式とその応用を扱う。
合同式に関する基本事項の解説から始め、合同式を用いた 宮内 通孝（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
整数論における問題の解法や、中国式剰余定理を用いた 学部准教授）
連立合同式などの発展問題の解法について概説する。

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学校・ 高等学
校数学科教諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507970号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】中学校数学の指導法改
善(2018年度講習)

現行学習指導要領で重要視されている数学的活動に関す
る内容（式読み，説明することなど）について効果的な教材 平井 安久（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
開発の事例を紹介する。さらに統計領域については，データ 部教授）
解析の視点から具体的な教材作成の事例を紹介する。

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校数学科教
6,000円
諭

50人

平成30年6月25日～
平成30年7月22日

平3010068086-251-7597
507971号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

2次方程式を実数の世界だけで考える時、解が存在する場
合と存在しない場合がある。複素数を用いれば、両者を区
別する事なく2次方程式の議論が可能となる。また、2つの実
【選択】複素数から視る方程式と
出耒 光夫（大学院教育学研究科講師、教育学
数の組で表される平面上の点の座標を1つの複素数を用い
岡山県岡山市
幾何学(2018年度講習)
部講師）
て表す事により、複素平面において初等的な幾何学を議論
できるようになる。本講義では、複素数の観点から2次方程
式および平面幾何を見直していきたい。

6時間 平成30年8月13日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

20人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
507972号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等算数科教育の最前
線B(2018年度講習)

中学校との比較を通じて小学校算数科の授業づくりの基礎
を学びます。専門科学の成果を概観することを通して学習指
導要領の理解を深め，同時に児童期に固有な思考と表現に
対応した算数の指導法における原理原則を学習します。本
講習は免許法認定講習としても申請する予定です。

岡崎 正和（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県岡山市
中川 征樹（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、 高等 6,000円
学校教諭(数学)

60人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
507973号

https://edu.okayamau.ac.jp/

【選択】不等式について(2018年
度講習)

不等式は，はじめ小学校では数量の大きさを比べる活動を
通して，次に中学校では数量の関係を文字を用いた式に表
すことで扱われます。高等学校では不等式の解を求めるこ
と，不等式を証明することにとどまらず，より詳しく扱われま 中村 登（大学院教育学研究科准教授、教育学
岡山県岡山市
す。本講義ではいくつかの基本的な不等式を取り上げ，相 部准教授）
互の関係や様々な証明方法について考察します。数学を解
析する上での不等式の役割とその奥深さや多様さ，各方面
との深い繋がりについて理解を深めます。

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
数学科教諭

50人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507974号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

岡山大学
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6,000円

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

中緯度に位置し，かつモンスーンの影響も大きな東アジアで
は，多彩な季節感を育む季節サイクルの中で，梅雨や豪雪
など独特な現象が出現する。本講習では，そのような日本
の気象・気候系の特徴や異常気象に関する幾つかのトピッ
【選択】「日本の天気」－多彩な季
クスについて，講義や簡単な実習を行い（一部の内容は， 加藤 内藏進（大学院教育学研究科教授、教育
節サイクルの中で－（2018年度
岡山県岡山市
「季節感」を軸とする教科横断的繋がりも意識），小中高の 学部教授）
講習）
理科や社会科で「日本の気象・気候」に関連した授業を行う
際の視点も検討する。なお、気象・気候を通した理科・地理
との接点に強い関心がある他教科担当教諭も受講可能で
す。

6時間 平成30年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(理科・
社会)及び高等学 6,000円
校教諭(理科・地
歴)

30人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
507977号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

人口増加や土地開発など自然生態系への人為的な攪乱が
地球規模で進行している。本講習ではこうした人間の社会
活動が自然生態系に与える影響についてその現状の理解
と解決への糸口を探る。岡山県自然保護センターにおいて
【選択】人間と環境～自然保護活
フィールド活動を含め試行する。主な学習目標は，①田んぼ
動(2018年度講習)
や池の保全を通じた生物多様性の維持やその自然保護活
動の意義について説明できる，②里山の自然環境やその土
地構造を理解し人間活動と自然環境の相互作用を説明でき
る，とする。

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507978号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】指揮と鑑賞指導（2018年
度講習）

合奏・合唱における指揮法の基礎と実際の指揮活動を体験
を通して指導する。現代の音楽について鑑賞授業の参考に 齊藤 武（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
なるような講義を予定している。受講生どうしの音楽を通し 教授）
ての相互理解を深める。

6時間 平成30年12月22日

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

6,000円

20人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
507982号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】日本の木文化(2018年度
講習)

日本の文化を森の視点で捉え直すと「木育」が見えてくる。
山本 和史（大学院教育学研究科教授、教育学
木と生活、里山とバイオマス、木の理解と使い方、歴史と環
岡山県岡山市
部教授）
境まで、スライドと実物資料で解説します。

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭・技
術科教諭・理科
教諭・社会科教
諭、高等学校工
芸教諭

6,000円

50人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
507984号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

造形表現、図画工作や美術の適切な学習指導を計画、実
践するためには、子供の表現と発達の関係、表現と指導支
援の関係などについて十分理解する必要がある。そこで、
【選択】絵を通して知る子供の世
大橋 功（大学院教育学研究科教授、教育学部
幼児期から児童期、青年期にかけての具体的な描画、絵画
岡山県岡山市
界(2018年度講習)
教授）
の検討や教材研究の演習等を通して、子供の絵の見方、考
え方について正しく理解し、その指導のあり方について考え
る。

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
6,000円
校･高等学校美術
科教諭

50人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507985号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月8日

教諭

岡山大学

安藤 元紀（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
原田 太郎（大学院教育学研究科講師、教育学 岡山県和気郡
部講師）
和気町
宇野 康司（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

保育園、幼稚園、小学校での粘土を扱った指導はいろいろ
な面で困難に思う指導者が多い。特に幼児に対して楽しい
【選択】粘土を用いた指導の方法
粘土を用いた指導を通して達成感や成就感が得られる教材 上田 久利（大学院教育学研究科教授(特任)）
(2018年度講習)
を提案する。

立体分野の指導特に粘土を用いた指導は多くの指導者が
困難に感じている。楽しく立体分野特に彫刻を授業に取り入 上田 久利（大学院教育学研究科教授(特任)）
れ、実践方法を提案する。

保育教諭、幼稚
園教諭、小学校
教諭

6,000円

15人

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
507986号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】立体分野の指導方法
(2018年度講習)

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月15日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校 6,000円
教諭(美術、工芸)

15人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
507987号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

ユニバーサルデザインの考え方を通じて、環境や地域社
会、友だちなどへの思いを馳せることのできる図画工作や美
【選択】ユニバーサルデザインか
術の授業作りをめざします。日常生活で接する工業製品
清田 哲男（大学院教育学研究科准教授、教育
ら広がる＜やさしさ＞で考える造
岡山県岡山市
や、インテリア、環境などあらゆるデザインを鑑賞対象とした 学部准教授）
形教育(2018年度講習)
上で、そこから児童・生徒が主体的に課題を発見し、解決に
向かうことのできる授業やカリキュラムについて考えます。

6時間 平成30年12月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
6,000円
美術科教諭、高
等学校工芸教諭

32人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
507988号

https://edu.okayamau.ac.jp/
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岡山大学

体育科・保健体育科における実技指導，教科外における運
【選択】体育・保健体育の内容学 動・スポーツの指導に不可欠な科学的思考及び知識の修得
加賀 勝（大学院教育学研究科教授、教育学部
（運動学とコーチング）(2018年度 を目的とする。運動学における基礎的かつ最新な知識につ
岡山県岡山市
教授）
講習)
いて講義と演習を行ない、成長期の体力・運動指導・コーチ
ング・健康づくり等について理解を深める。

6時間 平成30年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校 6,000円
保健体育科教諭

35人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507990号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】競技力向上のためのス
ポーツ栄養学とメタボリックシンド
ロームの健康科学(2018年度講
習)

スポーツの競技力向上に栄養学が貢献できるポイントを概
説するとともに，競技会前日など具体的な状況を想定して，
食事メニューの作成の実習を行う。内容は，体育科・保健体
育科や課外活動（運動部）に関連し，その指導に役立つこと 足立 稔（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
を目的とする。また、メタボリックシンドロームと健康につい 教授）
て概説するとともに，体脂肪率測定（希望者）やダイエット計
画作成の実習を行う。内容は，体育科・保健体育科や保健
指導に関連し，その指導に役立つことを目的とする。

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
6,000円
保健体育科教諭
及び養護教諭

50人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507991号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

中学校ダンスの男女必修化に対応すべく、ダンス指導力の
工夫が求められている。「いかに」「どのように」指導したら児
童生徒がダンスの楽しさを味わえるようになるのか、具体的
【選択】体育実技（ダンス：身体表
酒向 治子（大学院教育学研究科准教授、教育
な指導状況を想定しつつ実践的な指導法の検討を行う。身
岡山県岡山市
現）（2018年度講習）
学部准教授）
体表現の最も根幹的な内容を取り上げるため、身体表現の
基礎を学びたい小学校教諭、高等学校保健体育科教諭も
対象とする。

6時間 平成30年8月25日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校保
健体育科教諭

6,000円

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
507992号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等体育科教育の最前
線B(2018年度講習)

6時間 平成30年11月18日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（保健
体育）

6,000円

20人

平成30年10月8日～
平成30年11月4日

平3010068086-251-7597
507993号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

小・中・高等学校家庭科の家族生活の授業を作る基礎とな
る家族の現状について解説する。特に、日本の家族の現状
【選択】家庭基礎（家族）（2018年
李 璟媛（大学院教育学研究科教授、教育学部
を統計や事例に基づいて確認し、家族の変化に伴い生じる
岡山県岡山市
度講習）
教授）
課題を考察し、家庭、学校、地域社会は、どのような支援を
行うことができるかについて、連携という視点から考える。

6時間 平成30年12月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

20人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
507994号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】家庭基礎（食生活）(2018
年度講習)

最近の食に関する指導の動向を踏まえ、小・中・高等学校家
庭科の食生活領域の授業を作る基礎となる栄養素・食品・ 河田 哲典（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
食事の基本的認識について解説するとともに、演習を通して 部教授）
家庭科食生活教育における食事計画の意義を知る。

6時間 平成30年12月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

30人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507995号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等家庭科教育の最前
線A(2018年度講習)

ESDを視点にした家庭科の授業内容に関する指導の動向を
踏まえ，模擬授業等の実施を通して，家庭科の学習指導の
在り方について学ぶ。また，特に小学校家庭科の家族領域
の基礎的知識に関する講義を行い，家庭科教育の学習指
導に必要となる知識の習得をめざす。本講習は免許法認定
講習としても申請する予定である。

栗坂 祐子（大学院教育学研究科教授(特任)、
教育学部教授(特任)）
岡山県岡山市
佐藤 園（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）

6時間 平成30年12月27日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等 6,000円
学校教諭（家庭）

15人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507996号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等家庭科教育の最前
線Ｂ(2018年度講習)

衣生活に関する指導の動向を踏まえ，模擬授業等の実施を
通して，家庭科の学習指導の在り方について学ぶ。また，特
に小学校家庭科の衣生活領域の基礎的知識に関する講義
と実験を行い，家庭科教育の学習指導に必要となる知識の
習得をめざす。本講習は免許法認定講習としても申請する
予定である。

栗坂 祐子（大学院教育学研究科教授(特任)、
教育学部教授(特任)）
岡山県岡山市
篠原 陽子（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）

6時間 平成30年12月28日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等 6,000円
学校教諭（家庭）

20人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507997号

https://edu.okayamau.ac.jp/

特に体育の授業づくりについて検討を行います。ご自身が
行った体育授業の動画を持参していただき、分析、考察を 原 祐一（大学院教育学研究科講師、教育学部
岡山県岡山市
行いながら新学習指導要領に即した授業づくりをしていきま 講師）
す。本講習は、免許法認定講習としても申請する予定です。
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岡山大学

【選択】英文法の指導について
(2018年度講習)

英文法の指導において特に気をつけるべき品詞・文法項目
（冠詞、前置詞、動詞、形容詞、進行形、完了形など）につい 瀬田 幸人（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
て、専門的な観点から解説した後で、受講者の先生方に文 部教授）
法指導の実践について意見交換をしてもらいます。

6時間 平成30年8月30日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

40人

平成30年7月16日～
平成30年8月12日

平3010068086-251-7597
507998号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】英語リスニングの指導に
ついて(2018年度講習)

英語のリスニング過程について、チャンク・PSUの観点から、
小山 尚史（大学院教育学研究科准教授、教育
資料(英語・日本語）を読み、考察を行い理解を深めます。ま
岡山県岡山市
学部准教授）
た、リスニング指導をする時の留意点について考察します。

6時間 平成30年9月9日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成30年7月30日～
平成30年8月26日

平3010068086-251-7597
507999号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

本講習は、特別支援教育に関する基本的な枠組みおよび実
仲矢 明孝（大学院教育学研究科教授、教育学
践的な課題について論じます。とくに、(1)特別支援教育に関
【選択】特別支援教育の基礎と実
部教授）
する制度・原理の基盤を捉えます。さらに、(2)知的障害を中
岡山県岡山市
践的課題(2018年度講習)
吉利 宗久（大学院教育学研究科准教授、教育
心とする授業づくりの観点から、今後の特別支援教育の課
学部准教授）
題を展望します。

6時間 平成30年8月22日

教諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

60人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508000号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
のある子どもの行動の意味を考
える(2018年度講習)

自閉症スペクトラム障害のある子どもの行動の意味につい
て、主として応用行動分析学の知見を借りながら考察しま
す。子どもが見ているものを教師が一緒に見る、と同時に、
教師が見ているものを子どもが一緒に見る、ということが成
大竹 喜久（大学院教育学研究科教授、教育学
立するために、教師として何ができるのかについて考えま
岡山県岡山市
部教授）
す。特別支援学校や特別支援学級に在籍する自閉症スペク
トラム障害のある子どもの行動の意味をとらえ、彼らの強み
や興味を生かしながら学習・行動支援を行うための基礎的
知識を身につけることを目標としています。

6時間 平成30年12月15日

教諭
養護教
諭

特別支援学校や
特別支援学級の 6,000円
教諭・養護教諭

80人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
508001号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

本講習では，学習面において特別な支援を必要とする子ど
もたち（主に、学習障害（LD））の理解と支援について扱いま
す。学習のつまずきには背景があります。子どもたち一人ひ
【選択】学習において特別な支援 とりのユニークな発達的特性（例：認知特性）の影響がある
丹治 敬之（大学院教育学研究科講師、教育学
を必要とする子どもの理解と支援 かもしれませんし，授業やクラスの中で生じるさまざまな環
岡山県岡山市
部講師）
について(2018年度講習)
境的要因（例：物的環境，人的環境）が影響しているかもし
れません。「個人」と「環境」の間で調和のとれた学習支援を
めざすために，個人を理解し，環境を整えることについて考
えていきます。

6時間 平成30年12月22日

教諭
養護教
諭

小学校教諭、中・
高等学校・特別
6,000円
支援学校教諭・
養護教諭

50人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
508002号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】子どもが描く絵の世界
(2018年度講習)

幼児の発達と造形表現に関して、先行研究や参考作品を概
観しながら講義する。特に、【1】「幼児画の発達過程と幼児
の造形表現の特徴―その不思議さの実態と解明―」、【2】
「児童画の発達過程と保育における援助―自分らしさとその 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
子らしさ―」、【3】「子どもの創造性と美の心を育てる保育― 部教授）
幼少期の美育と近接領域―」等に焦点を当てて論じる。あ
わせて、【4】「受講者参加型演習―イメージの記憶と不思議
な独楽（こま）―」を行う。

6時間 平成30年10月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年8月27日～
平成30年9月23日

平3010068086-251-7597
508004号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と創造性教育・美的教育・表現教育・感性教育
等に関して、様々な角度から講義する。特に、【1】「イタリア
共和国レッジョ・エミリア市の創造性教育―世界の保育シス
【選択】子どもの豊かな感性と言
テムに学ぶ―」、【2】「子どもに豊かな言葉を育むために―コ 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
葉を育むアートの教育(2018年度
岡山県岡山市
ミュニケーションを引き出す援助について―」、【3】「美しく正 部教授）
講習)
しい日本語の教育―母国語で深く考える―」等に焦点を当
てて論じる。あわせて、【4】「受講者参加型演習―紙で楽しく
遊ぼう―」を行う。

6時間 平成30年10月20日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年9月3日～
平成30年9月30日

平3010068086-251-7597
508006号

https://edu.okayamau.ac.jp/
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平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「人間と自然との関
わり―季節による人間の生活の変化―」、【２】「身近な動植
【選択】子どもが不思議や発見を
物と生命の尊さ―いたわり、大切にし、進んで世話をする
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
楽しむ保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
―」、【３】「自然の大きさ、美しさ、不思議さ―自然事象の性 部教授）
度講習)
質や変化に関心を深める―」等に焦点を当てて論じる。あわ
せて、【４】「受講者参加型演習―不思議や発見を楽しむ遊
び―」の演習を行う。

6時間 平成30年8月11日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年6月25日～
平成30年7月22日

平3010068086-251-7597
508007号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「人間と自然との関
わり―季節による人間の生活の変化―」、【２】「身近な動植
【選択】子どもが不思議や発見を
物と生命の尊さ―いたわり、大切にし、進んで世話をする
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
楽しむ保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
―」、【３】「自然の大きさ、美しさ、不思議さ―自然事象の性 部教授）
度講習)
質や変化に関心を深める―」等に焦点を当てて論じる。あわ
せて、【４】「受講者参加型演習―不思議や発見を楽しむ遊
び―」の演習を行う。

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年9月24日～
平成30年10月21日

平3010068086-251-7597
508008号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】幼児教育課程の再検討
の視点(2018年度講習)

幼児教育課程を再検討する際の視点として、次の四つの視
点をあげる。1)人格完成に至るための基礎を培うことができ
るかという視点、2)５領域にわたる幼児の発達を助長できる
横松 友義（大学院教育学研究科准教授、教育
かという視点、3)実際の保育と整合するかという視点、4)「幼
岡山県岡山市
学部准教授）
児期の終わりまでに育ってほしい姿」等を実現できるかとい
う視点。これら四つの視点について、講義と討論をとおして、
理解を深めていく。

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭・保
育教諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508010号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「日常生活の中の
標識や文字や記号／園内外の行事・公共施設・国旗・祝祭
【選択】子どもの好奇心と探究心
日」、【２】 「日常生活の中の数量や図形―数や順番や形や 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
を育む保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
位置―」、【３】「生活の中の様々な物とその性質や仕組み― 部教授）
度講習)
身近な事物や事象―」、等に焦点を当てて論じる。あわせ
て、「受講者参加型演習―好奇心や探究心を育む遊び―」
の演習を行う。

6時間 平成30年8月25日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508011号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「日常生活の中の
標識や文字や記号／園内外の行事・公共施設・国旗・祝祭
【選択】子どもの好奇心と探究心
日」、【２】 「日常生活の中の数量や図形―数や順番や形や 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
を育む保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
位置―」、【３】「生活の中の様々な物とその性質や仕組み― 部教授）
度講習)
身近な事物や事象―」、等に焦点を当てて論じる。あわせ
て、「受講者参加型演習―好奇心や探究心を育む遊び―」
の演習を行う。

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年10月8日～
平成30年11月4日

平3010068086-251-7597
508012号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

学校では、多様な健康課題に対応する必要性が高まり、養
護教諭その他の職員が相互に連携し、学校全体で組織的
【選択】現代的健康課題に対応し に保健指導に取り組む等の組織体制の充実等が求められ 棟方 百熊（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
た保健指導(2018年度講習)
ている。本講習では、現代的な健康課題に対応するための 学部准教授）
保健指導の展開について概説するとともに、具体的なテー
マを設定して演習を実施する。

6時間 平成30年8月17日

教諭
養護教
諭

養護教諭、全校
6,000円
種の教諭（保健）

40人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
508013号

https://edu.okayamau.ac.jp/
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平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
講習の期間

対象職
種

主な受講対象者

受講人
数

受講者募集期間

岡山大学

学校において児童生徒等が安全で安心な環境で学習活動
に励むことができるようにすることは，教育の場において重
要であり，学校の危機管理体制を確実なものにするために 宮本 香代子（大学院教育学研究科教授、教育
【選択】学校保健のリスクマネジメ
は，教員の危機管理能力の向上が不可欠である。本講習で 学部教授）
岡山県岡山市
ント(2018年度講習)
は，学校におけるリスクマネジメントの考え方を講義するとと 中吉 千施子（岡山市立操南小学校養護教諭）
もに，リスクマネジメントの考え方をいかして，校内で研修を
進めていくための方策について，協議・演習を実施する。

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教
諭

養護教諭、全校
6,000円
種の教諭（保健）

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508014号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

養護教諭には現代的な健康課題の解決に向けて，マネジメ
ントの視点からとらえた保健室経営が求められている。また
健康課題の解決に向けては，保健室のみならず，各学校の
【選択】健康課題の分析と保健室
教育活動全体を通じて取り組みを進めていく必要がある。本
経営(2018年度講習)
講習では，各校の健康課題を分析と保健室経営の評価の
方法について講義するとともに，保健室経営の進め方につ
いて，協議・演習を実施する。

上村 弘子（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
岡山県岡山市
本田 浩江（教育学部附属小学校養護教諭、教
育学部非常勤講師）

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教
諭

養護教諭、全校
6,000円
種の教諭（保健）

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508015号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

平成２６年に学校保健安全法施行規則が一部改正され、健
康診断の項目に「四肢の状態」が加えられ、平成２８年度の
【選択】子どもの運動器に関する
健康診断からは運動器健診が実施されることになった。本
健康課題と健康教育(2018年度
講習では、子どもの運動器に関する健康課題について概説
講習)
した後、それに対応するための保健指導の展開について演
習を実施する。

津島 愛子（大学院教育学研究科助教、教育学
部助教）
岡山県岡山市
山内 愛（大学院教育学研究科助教、教育学部
助教）

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教
諭

養護教諭、全校
6,000円
種の教諭（保健）

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508016号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

養護教諭は、学校救急処置において、緊急度や重症度の判
断・対応という高い専門性が求められ、実践においてエビデ
【選択】緊急度・重症度判断に基 ンスに基づいた判断と事故防止のための教育を行うことは
松枝 睦美（大学院教育学研究科教授、教育学
づく学校救急処置(2018年度講
重要な役割である。本講習では、学校救急処置活動におけ
岡山県岡山市
部教授）
習)
る養護教諭の専門性とトリアージチェックの必要性について
概説し、緊急時における「からだのみかた」の講義を行い、
その観察方法について演習を実施する。

6時間 平成30年8月25日

教諭
養護教
諭

養護教諭、全校
6,000円
種の教諭（保健）

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508017号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

アクティブラーニング（AL）が教育現場でポピュラーになって
【選択】社会科学分野での双方向
きている。資料の活用や映画鑑賞を交えて、コンフリクト・マ 藤井 大児（大学院社会文化科学研究科准教
学習サンプル授業(2018年度講
ネジメントや交渉術に関する演習を行い、最後には受講者 授、経済学部准教授）
習)
独自の授業計画のプレゼンで締め括りたい。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校社会科教諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508019号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

身近な動物をしばらく観察するだけで、彼らの行動に興味を
そそられるはずだ。そんな子どもの頃のワクワク感は踏みに
【選択】聞いて損はない動物行動 じられ、大人になるにつれて生物学は記憶の学問に変化し 吉井 大志（大学院自然科学研究科准教授、理
岡山県岡山市
学(2018年度講習)
てしまう。本講習では、古典的な動物行動学から最新の行 学部准教授）
動学までを分かりやすく解説し、ヒトを含めた動物がなぜ行
動するのかといった根本的な疑問の理解を深める。

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

20人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508021号

https://edu.okayamau.ac.jp/

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

10人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508022号

https://edu.okayamau.ac.jp/

開設者名

岡山大学

講習の名称

【選択】変動する地球の科学
(2018年度講習)

講習の概要

地球はダイナミックな”生き物”であり，絶えず変動している。
地球は大気圏，水圏，地圏，生物圏からなるシステムとして
捉えられ，過去から現在および将来の地球環境を考える上
で，システム全体の変動メカニズムやサブシステム間の相
互作用についての知見は欠かせない。本講習では，このよ
うな地球の科学（地学）に関する基礎から近年の研究成果ま
でを扱う。具体的には，「気候変動の科学」「地震の揺れの
科学」「海洋環境の科学」について解説する。

担当講師

講習の開催地 時間数

野沢 徹（大学院自然科学研究科教授、理学部
教授）
竹中 博士（大学院自然科学研究科教授、理学
岡山県岡山市
部教授）
井上 麻夕里（大学院自然科学研究科准教授、
理学部准教授）
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受講料

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

【選択】現代物質化学入門～有
機化合物と無機化合物～(2018
年度講習)

化学は物質の性質や変化を理解することを主題としており，
その知識の蓄積を基に有用な物質を作り出すことで現代社
会に貢献している。また，人類が直面しているエネルギー， 門田 功（大学院自然科学研究科教授、理学部
食料，地球環境等の問題解決にも，物質を理解することは 教授）
岡山県岡山市
不可欠である。本講習では，高校の化学で登場する有機お 鈴木 孝義（異分野基礎科学研究所教授）
よび無機化合物を取り上げ，大学の教養レベルでその合
成，構造および性質について講義する。

6時間 平成30年8月29日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

30人

平成30年7月16日～
平成30年8月12日

平3010068086-251-7597
508023号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

物理学の理解は「座学」だけでなく、実際に実験を通じて自
然界の法則を確認するプロセスが重要である。これは問題
解決能力や科学的な考え方の育成にもつながる。本講習で
【選択】実験から物理学を考える は、市販されているBS/CSパラボラアンテナを用いた電波測 石野 宏和（大学院自然科学研究科教授、理学
岡山県岡山市
(2018年度講習)
定により、検波技術による電子回路を理解し、電波特性の 部教授）
測定により波動の性質を実感し、物体や空にアンテナを向
けて電波強度を測定することにより、電波の発生源となる物
質の性質や宇宙についての知見を得ることを目的とする。

6時間 平成30年10月6日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

10人

平成30年8月20日～
平成30年9月16日

平3010068086-251-7597
508024号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

機械システムは, センサ・アクチュエータを含む動作対象と, 平田 健太郎（大学院自然科学研究科教授、工
制御のためのコントローラーによって構成されます。 これら 学部教授）
【選択】機械システム工学のＡＢＣ を統合（インテグレーション）した典型例がロボットです。本講 見浪 護（大学院自然科学研究科教授、工学部
岡山県岡山市
(2018年度講習)
習では, 機械システム工学への入門として, Actuator (アク 教授）
チュエータ), roBot （ロボット）, Control (制御) の基礎を学び 神田 岳文（大学院自然科学研究科教授、工学
ます。
部教授）

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学校・高等学
校理数科教諭、
工業高校教諭

6,000円

40人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508025号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

・高温超電導技術を利用した環境に優しく、小型軽量・高効
率の機器開発が今後の交通手段（リニア新幹線で実用化）
や電力技術の核心になると期待されています。超電導体の
特性と超電導材料及び応用超電導機器についての講義を
行う。
【選択】電気エネルギーの有効利
・将来的な電気エネルギー源として、再生可能エネルギーの
用技術(2018年度講習)
利用が不可欠です。特に、地球温暖化の抑制から太陽光エ
ネルギーの利用は重要であり、太陽光発電の利点、欠点を
含めて現状と将来について講義を行う。
・将来が期待される電気自動車について、技術的な面だけ
でなく政治的な面からも紐解いていく。

金 錫範（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
舩曳 繁之（大学院自然科学研究科教授、工学
岡山県岡山市
部教授）
平木 英治（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）

6時間 平成30年8月20日

教諭

中学校・高等学
校理数科教諭、
工業高校教諭

6,000円

20人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508026号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

バイオテクノロジーとはその名の通り，バイオ（生物学・生命
科学）とテクノロジー（科学技術）を組み合わせたものです。
【選択】バイオテクノロジーの基礎 バイオテクノロジーは，生命の仕組みを紐解くとともに，医療
から先端まで(2018年度講習)
を含む様々な分野で役立てられています。本講習では，高
校の生物から先端のバイオテクノロジーまで，基礎と先端の
つながりを意識しながら，講義していきます。

早川 聡（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
井出 徹（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
妹尾 昌治（大学院自然科学研究科教授、工学
岡山県岡山市
部教授）
徳光 浩（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
世良 貴史（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭、工
業高校教諭

6,000円

25人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508027号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

現在，化石燃料の使用によって二酸化炭素の排出が増加
し，地球温暖化の原因とされています．そこで，太陽光や風
力などの自然エネルギーの利用が注目されていますが，エ
【選択】将来のエネルギーについ
冨田 栄二（大学院自然科学研究科教授、工学
ネルギー密度が低く，今すぐにエネルギー体系を全面的に
岡山県岡山市
て(2018年度講習)
部教授）
切り替えることはできないのが現状です．将来に向けて，ど
のようにエネルギーを使用していけばよいのか，考える機会
になればと思います．

6時間 平成30年8月16日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭、工
業高校教諭

6,000円

40人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
508028号

https://edu.okayamau.ac.jp/
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認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

情報通信技術の発展により私達の生活は大きく変化しまし
た。誰もがコンピュータやスマートフォンを使いこなしていま
す。しかし，それらの機器の内部やネットワーク上のサーバ
【選択】一から学ぶコンピュータと で何が行われているかを理解している人は多くありません。
情報の科学(2018年度講習)
本講習では，コンピュータの仕組みとプログラムの役割，ア
ルゴリズムの作り方，暗号技術の歴史，動画配信・視聴の
仕組み等について，予備知識のない人にも分かるよう基礎
から丁寧に解説します。

高橋 規一（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）
門田 暁人（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）
岡山県岡山市
乃村 能成（大学院自然科学研究科准教授、工
学部准教授）
後藤 佑介（大学院自然科学研究科准教授、工
学部准教授）

6時間 平成30年9月30日

教諭

中学校・高等学
校理数科教諭

6,000円

40人

平成30年8月20日～
平成30年9月16日

平3010068086-251-7597
508029号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

高校数学 I 「データの分析」、数学A「確率」および数学 B「確
率分布と統計的な推測」に関する内容を扱います。不確実
性をどのように捉えればよいか、単なる公式の利用だけでな
【選択】データの分析、確率・統計 く、統計数値をどのように解釈すればよいか、そして科学研 坂本 亘（大学院環境生命科学研究科教授、環
岡山県岡山市
をどう教えるか(2018年度講習)
究や社会の中でどのように用いられているかについて、大 境理工学部教授）
学進学後に学ぶ統計学との接続も意識しながら解説しま
す。統計ソフトウェアを使ったデモンストレーションも取り入
れます。

6時間 平成30年8月18日

教諭

高等学校数学科
6,000円
教諭

30人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
508032号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

本講習では、環境問題に関し「地域および地球規模におけ
る公害・環境問題とその科学・技術的対応」および「水災害
【選択】地域・地球環境問題につ
とその対応」に焦点をあて、環境という幅広い課題をどのよ
いて(2018年度講習)
うに理解し、教育の中に取り込んでいくかなどについて考え
る指針を与える。

川本 克也（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
岡山県岡山市
吉田 圭介（大学院環境生命科学研究科准教
授、環境理工学部准教授）

6時間 平成30年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

50人

平成30年7月2日～
平成30年7月29日

平3010068086-251-7597
508033号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

本講習では、環境問題に関し「地域および地球規模におけ
る公害・環境問題とその科学・技術的対応」および「水災害
【選択】地域・地球環境問題につ
とその対応」に焦点をあて、環境という幅広い課題をどのよ
いて(2018年度講習)
うに理解し、教育の中に取り込んでいくかなどについて考え
る指針を与える。

川本 克也（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
岡山県岡山市
吉田 圭介（大学院環境生命科学研究科准教
授、環境理工学部准教授）

6時間 平成30年10月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭

6,000円

50人

平成30年9月10日～
平成30年10月7日

平3010068086-251-7597
508034号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

海を渡るイノシシ，人を襲うクマ，そしてさまざまな外来生物
による農作物被害。現代は野生生物と人間の摩擦が色々な
場面で生じています。この問題の実態を主にイノシシとシ
【選択】野生生物による被害問題
九鬼 康彰（大学院環境生命科学研究科准教
カ，サルについてお話しし，対策に向けた課題を説明しま
を考える(2018年度講習)
授、環境理工学部准教授）
す。自然との共生をどう考えれば良いのか，グループワーク
も採り入れながら環境問題の視座を得られることを目的とし
ます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
社会科・理科教
諭

6,000円

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508035号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】さまざまな分野における
数学(2018年度講習)

数学はそれ自身で発展するとともに、他の分野に広く応用さ
れてきました。本講座では、生物学、医学、社会科学および
放射性物質の問題などにおける数学の応用に関するトピッ 梶原 毅（大学院環境生命科学研究科教授、環
岡山県岡山市
クを紹介します。数学についての専門的な予備知識はなる 境理工学部教授）
べく仮定せずに講義し、高校における課題研究・総合学習お
よび授業指導に対するヒントとなることを目指します。

6時間 平成30年8月25日

教諭

高等学校数学科
6,000円
教諭

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508036号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】環境に優しいモノづくり
(2018年度講習)

地球温暖化，オゾン層の破壊，大量の廃棄物，酸性雨，化
石燃料・有用資源の枯渇などの環境問題のほとんどは，物
質の化学変化が関与しています。様々な環境問題の解決に
向けて，環境に優しい材料やプロセスの開発など，「化学」
の知識を活かした取り組みを紹介します。生徒が学校の理
科教育で環境に優しい化学の知識を興味を持って学ぶこと
ができるようヒントとなることを目指します。

6時間 平成30年9月23日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

50人

平成30年8月13日～
平成30年9月9日

平3010068086-251-7597
508037号

https://edu.okayamau.ac.jp/

難波 徳郎（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
木村 幸敬（大学院環境生命科学研究科教授、
岡山県岡山市
環境理工学部教授）
ウッディン モハマッド アズハ（グローバル人材
育成院教授、環境理工学部教授）
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6,000円

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（理科、保 6,000円
健、農業）及び養
護教諭

50人

平成30年6月18日～
平成30年7月15日

平3010068086-251-7597
508039号

https://edu.okayamau.ac.jp/

受講料

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

ヒトを含めた哺乳動物の生殖のしくみと生殖戦略、人類によ
るその応用、我が国を含む先進国の夫婦が直面している不
舟橋 弘晃（大学院環境生命科学研究科教授、
【選択】哺乳動物の生殖と生殖戦 妊の問題やそれに対応する生殖補助医療技術などについ
農学部教授、生殖補助医療技術教育研究セン 岡山県岡山市
略(2018年度講習)
て幅広く生殖を学習し、生命の神秘を理科教育や（避妊だけ
ター教授）
でなく不妊への対応のための）保健教育、関係教科教育に
活用できるように講述する。

6時間 平成30年8月4日

教諭
養護教
諭

岡山大学

地球上に多様な生き物が存在することを示す「生物多様性」
の意味を問われると、多くの人が答えに困窮する。この研修
では、「種間の多様性（種多様性）」について具体的な事例
【選択】生物多様性と私たちの生 を示しながら概説したあと、人々の暮らしと密接な関わりの 嶋 一徹（大学院環境生命科学研究科教授、農
岡山県岡山市
活との関わり(2018年度講習)
中で維持され、絶滅が危惧される種の多くの生息場所を提 学部教授）
供している「里山」を例に、生物多様性と人々のくらしとの関
係や、里山の再生バイオマス利用に関する身近な事例から
自然とのかかわり方を考えたい。

6時間 平成30年8月11日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭、農
業高校教諭

6,000円

30人

平成30年6月25日～
平成30年7月22日

平3010068086-251-7597
508040号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】作物のルーツと栽培・品
種改良の歴史(2018年度講習)

私たちの生活に不可欠な作物には、長い年月をかけて人類
が作り上げてきた歴史があり、また未来を志向した品種改
加藤 鎌司（大学院環境生命科学研究科教授、
良が不断に行われてきました。本講義では、主要作物につ
岡山県岡山市
農学部教授）
いてその歴史や将来展望を学習し、中学・高等学校の理科
教育や農業教育に活用できるように講習を行う。

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭及び
6,000円
農業高等学校教
諭

30人

平成30年7月9日～
平成30年8月5日

平3010068086-251-7597
508041号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山県立大学

近年、学校現場でも重要性が増す一方の食物アレルギーへ
【選択】学校現場における栄養教 の対応等について最新事情の紹介と事例検討を行い、児童
山本 登志子（保健福祉学部教授）
育について（食物アレルギーと教 生徒の個別の事情に応じた相談指導の在り方、保護者に対
久保田 恵（保健福祉学部教授）
育）
する助言など家庭への支援や働き掛けの在り方等を考え
る。

岡山県総社市

6時間 平成30年8月16日

栄養教
諭

栄養教諭

6,000円

15人

平成30年6月18日～
平成30年7月4日

平30200680866-94-9168
508230号

https://www.okapu.ac.jp

岡山県立大学

肥満ややせなど子どもを取り巻く食と生活習慣に関する話
【選択】学校現場における栄養教 題を通じて児童生徒の食生活の現状を分析するとともに、 高橋 吉孝（保健福祉学部教授）
育について（子どもをとりまく食と 児童生徒の健康の保持増進のために有効と考えられる食と 山下 広美（保健福祉学部教授）
生活習慣に関する話題）
スポーツの両面を通じた栄養指導や生活指導の方法につい 髙戸 仁郎（保健福祉学部教授）
て学ぶ。

岡山県総社市

6時間 平成30年8月17日

栄養教
諭

栄養教諭

6,000円

15人

平成30年6月18日～
平成30年7月4日

平30200680866-94-9168
508231号

https://www.okapu.ac.jp

1)発達障害の児童生徒について、その理解と指導法(90分)
2)知的障害を伴う自閉症児の指導－TEACCHプログラムに
基づいた支援技法－(90分)
3)今後の特別支援教育制度のあり方１－インクルーシブ教
育システム－(90分）
4)今後の特別支援教育制度のあり方２－特別支援教育の
視点を取り入れた学びのユニバーサルデザイン－ 及び試
験(90分)

岡山県倉敷市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教
教諭、養護教諭、
諭
6,000円
栄養教諭
栄養教
諭

50人

平成30年4月10日～
平成30年5月10日

平3030516086-464-1021
503098号

https://w.kawasakim.ac.jp/

難波 知子（医療技術学部健康体育学科准教
授）
藤原 有子（医療技術学部健康体育学科講師） 岡山県倉敷市
中川 麻衣子（医療技術学部健康体育学科講
師）

6時間 平成30年8月22日

養護教
諭

6,000円

20人

平成30年4月10日～
平成30年5月10日

平3030516086-464-1021
503099号

https://w.kawasakim.ac.jp/

障がいをもつ児童・生徒の発育・発達段階における身体活
動の「巧さ」の獲得にむけた自然科学的視点に関する講義 小野寺 昇（医療技術学部健康体育学科教授）
を行う。
斎藤 辰哉（医療技術学部健康体育学科助教） 岡山県倉敷市
特に、ゴールデンエイジの概念に基づく身体活動について学 和田 拓真（医療技術学部健康体育学科助教）
習する。

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校・高等学
校 保健体育教諭 6,000円
向け

30人

平成30年4月10日～
平成30年5月10日

平3030516086-464-1021
503100号

https://w.kawasakim.ac.jp/

川崎医療福祉大
【選択】特別支援教育
学

1)スクールヘルスプロモーションを推進する養護教諭の保健
指導(講義：90分）
2)養護教諭が保健体育科教員と協働して行う保健指導の実
際～水泳授業時の月経指導のあり方と指導例
川崎医療福祉大 【選択】養護教諭の行う保健指導 （講義と模擬授業及びグループ討議：90分）
学
の実際
3)養護教諭が行う個別の保健指導の進め方①（講義と演
習：90分）
4)養護教諭が行う個別の保健指導の進め方②（事例検討：
45分）
5)試験（45分）

川崎医療福祉大
【選択】保健体育（中・高）
学

小田桐 早苗（医療福祉学部医療福祉学科講
師）
佐藤 隆也（医療福祉学部医療福祉学科准教
授）
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養護教諭

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

環太平洋大学

人口減少時代に突入し幼児教育の現場も組織的、運営的
【選択】幼児教育システムの理解 変化が求められている。本講座では幼児教育システムにつ 村田 久（次世代教育学部教授）
と実際
いて組織経営、クラス経営という視点から捉えて、次世代に 薮田 弘美（次世代教育学部講師）
求められる幼児教育について考えることを目的とする。

環太平洋大学

【選択】子どもを育む教育実践
（1）

環太平洋大学

【選択】子どもを育む保育実践
（2）

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508157号

http://www.ipujapan.ac.jp

幼児期の子どもの感性や感受性について伝統と革新という
視点から捉え、創造力やイメージを高める次世代に求めら
後藤 由佳（次世代教育学部准教授）
れる教育への理解を深める。前半は伝統的な造形活動の
本庄 慶樹（次世代教育学部講師）
指導法について実践的に学び、後半ではICTを利用した革
新的な幼児教育について学ぶ。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508158号

http://www.ipujapan.ac.jp

本講座では、子どもの発達を促進させる教育実践として、音
楽表現活動と幼児体育について学びを深めることを目的と 髙崎 展好（次世代教育学部講師）
する。前半は音楽表現活動、後半は幼児体育の技術と指導 小倉 晃布（次世代教育学部講師）
方法を実践的に学んでいく。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508159号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

前半では、新学習指導要領をうけて、国語の授業づくりにつ
いて考える。その中で、確かな言葉の力を育む授業の在り
【選択】新学習指導要領を意識し 方や質の高い言語活動をどのように仕組むかについて、理
長谷 浩也（次世代教育学部教授）
た教科指導（算数・国語）の在り 論と実践を交えながら提案する。後半では、新学習指導要
前田 一誠（次世代教育学部准教授）
方
領をうけて、これからの算数の授業づくりについて具体例を
あげながら提案する。また、難しいと言われている「割合」の
内容と指導方法についても触れる。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508160号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

教育政策の動向と教員に求められる教師力を踏まえ、前半
は、「学校カウンセリング」の視点から、今の子どもの現状と
課題を踏まえた上で、チームでの取組みを考える。また、
【選択】今求められる小学校にお
浅田 栄里子（次世代教育学部准教授）
「開発的カウンセリング」についてワークショップを通じて理
ける教育相談・道徳・生徒指導の
大野 光二（次世代教育学部特任教授）
解を深める。後半では、新学習指導要領で注目されている
在り方
岡 浩一（次世代教育学部特任教授）
「道徳科」が求められている授業の在り方や、「自立支援」を
視点とした生徒指導の在り方について、ワークショップや具
体例を通して理解を深め、実践力を高める。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508161号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

2020年度より完全実施される新学習指導要領に向け、今年
度より移行期間が始まる。前半は、今回の改訂のポイントの
一つとして挙げられている「学校段階間の円滑な接続や教
科等横断的な学習の重視」の核となる生活科の理念・内
【選択】学校段階間の円滑な接続
足立 登志也（次世代教育学部准教授）
容、小学校入学当初における「スタートカリキュラム」の充実
および体験的教育の充実
平松 茂（次世代教育学部特任教授）
について、ワークショップや具体例を通して理解を深め、実
践に生かせるようにする。後半は、理科の授業力アップを目
指し、自然観および科学的な見方、考え方を育成するため
の魅力的な授業について、理論的実践的に提案する。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508162号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

【選択】技能統合型の英語授業
の提案

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高英語教諭

6,000円

10人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508163号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

英会話への興味・関心が高まる中、生徒の英文法への苦手
意識は依然として高まっています。本講習では、第二言語習
【選択】第二言語習得を促進する
井上 聡（次世代教育学部教授）
得理論、認知言語学、音声学の観点から、中高生の英語学
ための英文法授業の提案
森下 裕三（次世代教育学部講師）
習への動機づけの向上につながる教授法の提案を行いま
す。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高英語教諭

6,000円

10人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508164号

http://www.ipujapan.ac.jp

英語力を高めるうえで、4技能を統合する言語活動は必要不
可欠な要素となります。本講習では、インプットとアウトプット 村上 一三（次世代教育学部准教授）
をバランスよく育む指導法に加え、メディアやICTの活用方 LUC GOUGEON（次世代教育学部講師）
法について提案を行います。
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平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

グローバル化の進展に伴い、英語は国際共通語となり、英
語を通して多様性を理解することが求められるようになりま 小川 正人（次世代教育学部教授）
した。本講習では、多文化共生を実現するための重要な視 細井 健（次世代教育学部准教授）
点を学び、授業に取り入れる方法について提案を行います。

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高英語教諭

6,000円

10人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508165号

http://www.ipujapan.ac.jp

今求められる地域スポーツの振興に関する問題や、運動感
常浦 光希（体育学部講師）
【選択】体育・スポーツにおける理 覚に着目したスポーツの指導、スポーツ外傷における留意
長谷川 晃一（体育学部講師）
論と実践（１）
点と対処方法、及び、リハビリテーションに関する問題につ
田中 淳（体育学部准教授）
いて考える。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中・高保健体育
教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508166号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

トレーニングによる身体の適応や勝つために必要なスポー
ツ栄養学の在り方、また、スポーツイベント論的視点から東
【選択】体育・スポーツにおける理
京オリンピックが体育授業に及ぼす影響やスポーツとルー
論と実践（２）
ルの観点からドーピングを取り巻く諸問題などについて考え
る。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中・高保健体育
教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508167号

http://www.ipujapan.ac.jp

環太平洋大学

【選択】体育の実技指導

和所 泰史（体育学部講師）
人間学の立場から実技指導の教育的に関する新たな理論
平田 佳弘（体育学部准教授）
的枠組を提示し、さらに柔道、剣道、ダンスという３つの運動
矢野 智彦（体育学部准教授）
領域において、生徒たちに「できる」を保証する授業はどの
櫻間 建樹（体育学部非常勤講師）
ように発展していくべきかを学ぶ。
小澤 尚子（体育学部講師）

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中・高保健体育
教諭

6,000円

30人

平成30年6月16日～
平成30年6月30日

平3030517086-201-3151
508168号

http://www.ipujapan.ac.jp

受講者が未経験の楽器を選択し、初心者として奏法習得か
らスタート。音階練習や基礎合奏を経て、3日間で平易な吹
奏楽曲の演奏を目指す。
学校教育における初歩的な合奏指導法を研究、体感する。
楽器未経験者も大歓迎。
長瀬 敏和（くらしき作陽大学教授）
＜募集楽器＞
菅付 章宏（作陽音楽短期大学教授）
フルート、クラリネット（Bb）、サクソフォン（アルト、テナー）、ト
ランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、チュー
バ、打楽器
原則として楽器を持参のこと。
楽器貸し出しあり（有料）。

岡山県倉敷市

教諭

中学校・高等学
18,000円
校教諭（音楽）

30人

平成30年6月16日～
平成30年7月6日

平3030520086-436-0280
508233号

http://www.ksu.ac.jp/

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
谷一 尚（副学長）
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ 海本 友子（総合人間学部教授）
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
の場で生かせるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立
オリエント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校・中学校・
6,000円
高等学校の教諭

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平3030521086-901-0503
504470号

http://www.sguc.ac.jp/

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
谷一 尚（副学長）
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ 海本 友子（総合人間学部教授）
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
の場で生かせるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立
オリエント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月24日

教諭

小学校・中学校・
6,000円
高等学校の教諭

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平3030521086-901-0503
504471号

http://www.sguc.ac.jp/

環太平洋大学

【選択】国際教育と異文化理解

環太平洋大学

くらしき作陽大学 【選択】吹奏楽合奏初体験講座

山陽学園大学

山陽学園大学

田原
保科
吉岡
和所

陽介（体育学部准教授）
圭汰（体育学部講師）
利貢（体育学部准教授）
泰史（体育学部講師）
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18時間

平成30年8月27日～
平成30年8月29日

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

中国学園大学

諸外国では、幼児期から論理的思考の基礎を育成してい
る。我が国でも小学校では次期学習指導要領からプログラ
ミング教育が始まる。諸外国での幼児期における事例を紹
【選択】保育者の専門性を高める 介するとともに、幼児期におけるプログラミング教育につい 佐々木 弘記（子ども学部教授）
ＩＣＴ活用と保育記録の在り方
て是非も含めて考えていく。一方、日々の保育実践には幼 平松 美由紀（子ども学部准教授）
児の育ちを確かに見取ることが求めらている。その育ちを見
取るために、記録は欠かせない。実践をどのように記録する
か、その記録方法について具体的に検討していく。

中国学園大学

【選択】幼児教育実践研究の方
法

中国学園大学

午前中は、幼児期の子どもの未来の話をします。卒園後、
子どもたちは学童保育（放課後児童クラブ）へ通うことがあり
ます。学童保育は制度的な困難を克服し、今、大きく前進し
【選択】幼児期の子どもを取り巻く ています。そうした学童保育の現状をお話しいたします。
中田 周作（現代生活学部准教授）
社会環境
午後は、幼児期の子どもの過去の話をします。多くの子ども
は、家庭で育っています。その家庭は、どのような配偶者選
択によって生じたのでしょうか。そうした現状について統計
データをもとに考察します。

幼児教育実践の質を高めていくためには、園内研究として、
あるいは個人研究として、実践研究を進めていくことが欠か
せません。そこで、１）実践研究テーマをどう設定するか、２）
住野 好久（現代生活学部教授）
実践研究「仮説」をどう設定するか、３）実践をどう記録する
か、４）実践をどう分析･考察するか等について講義及び
ワークショップを行います。

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山県岡山市

6時間 平成30年9月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年6月17日～
平成30年7月25日

平3030523086-293-0542
508234号

http://www.cjc.ac.jp/

岡山県岡山市

6時間 平成30年9月15日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年6月17日～
平成30年7月25日

平3030523086-293-0542
508235号

http://www.cjc.ac.jp/

岡山県岡山市

6時間 平成30年9月29日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年6月17日～
平成30年7月25日

平3030523086-293-0542
508236号

http://www.cjc.ac.jp/

ノートルダム清心 【選択】明日からすぐに生かせる
女子大学
絵本選びのコツ

子どもの育ちには、人との温かい関わりや、自然体験を含
む豊かな生活体験が不可欠です。社会の変化によってそれ
らが乏しくなりがちな今、不足しているものを補う力を持つ絵
本の役割は、ますます大きくなっています。この講習では、
子どもの育ちにとって絵本がなぜ大切かを学ぶとともに、そ
の場に応じた絵本選びのコツと保育に活用するためのスキ
ルを学びます。

脇 明子（名誉教授）
湯澤 美紀（人間生活学部准教授）
片平 朋世（人間生活学部講師）
三宅 一恵（人間生活学部講師）

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506265号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

【選択】わらべうたの秘密を探る
ノートルダム清心
－子どもの育ちを確かなものに
女子大学
－

愛着関係や人間関係の希薄さが、子どもを取り囲む問題と
して取りあげられるようになって久しい。今回は、わらべうた
に着目し、子どもの育ちを確かなものにしていくための保育
のヒントを得ることを目的とする。この講習では、なぜ、わら
べうたが子ども文化の中で引き継がれてきたのか、その秘
密を理論的に学んだうえで、わらべうた遊びを実際に体験
し、わらべうたのもつ力を実感する。そのうえで、明日の保
育に繋がる手立てをともに考える。

湯澤 美紀（人間生活学部准教授）
三宅 一恵（人間生活学部講師）
片平 朋世（人間生活学部講師）
岡山県岡山市
梶谷 恵子（人間生活学部非常勤講師、教職相
談室非常勤相談員、教職支援センター参与）

6時間 平成30年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506266号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

ノートルダム清心
【選択】楽しい絵画・造形遊び
女子大学

絵画・造形遊びに対する子どもの関心や技能は、発達ととも
に変化していきます。子どもたちがたくさんの色彩体験を通
して感受性を養うことができるように、本講習においては色
片山 裕之（人間生活学部教授）
彩の基本である三原色について理解を深め、表現する機会
小田 久美子（人間生活学部准教授）
を持ちます。指導者自身が改めて色彩と形の不思議さ・美し
さ・表現することの楽しさを味わうことによって、新しい指導
の可能性を探究します。

6時間 平成30年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506267号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市
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平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択】子どもが主体的・対話的
ノートルダム清心
に学ぶ授業づくり（小学校国語・
女子大学
理科）

「小学校国語科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づくり」
（３時間）「小学校理科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業
づくり」（３時間）で、合計６時間の講習です。次期学習指導
要領の改訂では、「アクティブ・ラーニング」という学び方が重
赤木 雅宣（人間生活学部准教授）
視されます。課題の発見と解決に向けて、主体的・対話的に
大木 進（人間生活学部非常勤講師）
学ぶ学習とは、どんな授業なのでしょうか。具体的な教材研
究、単元構想、指導案作成などを通して、授業づくりについ
て先生方と一緒に考えてみたいと思います。明日からの授
業実践につながる内容です。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506268号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

【選択】子どもが主体的・対話的
ノートルダム清心
に学ぶ授業づくり（小学校算数・
女子大学
社会）

「小学校算数科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授業づくり」
（３時間）「小学校社会科・子どもが主体的・対話的に学ぶ授
業づくり」（３時間）で、合計６時間の講習です。次期学習指
導要領では「アクティブ・ラーニング」という学び方が重視さ
杉能 道明（人間生活学部准教授）
れます。課題の発見と解決に向けて、主体的・対話的に学
浅井 宏史（人間生活学部非常勤講師）
ぶ学習とは、どんな授業なのでしょうか。具体的な教材研
究、単元構想、指導案作成などを通して、授業づくりについ
て先生方と一緒に考えてみたいと思います。明日からの授
業実践につながる内容です。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506269号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506270号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506271号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506272号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506273号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

本講習では、午前中にRead & Look Up から Shadowing ま
で10数種類の指導法を概観しながら音読指導の理論を学
び、日々の授業実践にどのように活用できるかを考察しま
ノートルダム清心 【選択】英語力定着のための音読
す。午後は、本学CALL教室において音読の効果を実感して 伊藤 豊美（文学部教授）
女子大学
指導
いただきます。その後、参加者の日々の授業実践に基づい
て、日本の教室の実情に応じた具体的な改善策を、少人数
のグループに分かれて受講者とともに考えていきます。

ノートルダム清心 【選択】「思考力・判断力・表現
女子大学
力」を育成するための授業づくり

本講習では，育成すべき資質・能力の柱の一つである「思考
力・判断力・表現力」に着目し，「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けた授業改善を進めるためには，これまでに
蓄積されてきた多くの実践例をもとにして，具体的にどのよ
小橋 雅彦（文学部准教授）
うな授業を展開するのかについて考えます。午前中は主に
英語科で育成すべき「思考力」とは何かについて考察し，午
後は，「思考力・判断力・表現力」を育成するための言語活
動の在り方を中心に講義，討論，演習を行います。

楽しく力がつく国語科の授業づくりを求めて、新学習指導要
領の趣旨をふまえつつ、具体的な事例を交えながら分かり
ノートルダム清心 【選択】楽しく力がつく国語科の授 やすく解説します。実践的な指導に生かすことができるよう、
伊木 洋（文学部准教授）
女子大学
業づくり（中・高）
ディスカッションなど講義以外の学びも一部取り入れ、主体
的・対話的な学びを通して、楽しく力のつく国語科の授業づく
りをめざします。

ノートルダム清心 【選択】授業に生きる日本文学・
女子大学
日本語学の視点（中・高）

国語科の授業に生きるよう教科書教材も取り上げ、日本文
学・日本語学の視点から教材研究のヒントを示します。教材
分析力の向上につながるよう、日本文学・日本語学の研究
者が、各専門分野（近現代文学・古典文学・日本語学）の魅
力をわかりやすく解説します。

綾目 広治（文学部教授）
星野 佳之（文学部准教授）
原 豊二（文学部准教授）
野澤 真樹（文学部講師）
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平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

歴史科目の授業を成立するためには、歴史的諸制度の理
解が重要です。そこで、いくつかの制度について具体的な史
料をもとに考察します。例えば、日本と中国あるいは朝鮮と
の外交史を中心にして、国立大学の入試問題を教材に、模
ノートルダム清心 【選択】授業に生かせる具体的事
河合 保生（文学部教授）
範解答を作成しながら研究していきます。次に、郷土の歴史
女子大学
例から学ぶ歴史的諸制度の研究
辰田 芳雄（兵庫教育大学非常勤講師）
をテーマに、いくつか事例をあげて、授業に生かすことを提
案します。例えば、東大寺の再建と重源の活躍、さらに、世
界記憶遺産に登録された朝鮮通信使や新見荘を教材化で
きる視点を先生方とともに考えていきます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴 6,000円
史・公民科教諭

20人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506274号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

近年、整備が進められている多色刷り25,000分の１地形図
の特色理解と活用の仕方をはじめ、荘園図などの古地図等
を活用して、地理と歴史を融合した教材作成と効果的な指
ノートルダム清心 【選択】様々な地図やＧＩＳを活用 導法を研究します。また、フリーソフトＭＡＮＤＡＲＡを使用
河合 保生（文学部教授）
女子大学
した地理歴史指導法の研究
し、ベースマップの取得やアドレスマッチングによる分布図
作成の基礎的手法を習得します。教材づくりを前提とした基
本的な内容で、GIS初心者（未経験者）を対象とし、高度な内
容は含みません。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴 6,400円
史・公民科教諭

20人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506275号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

小麦粉と米粉は、でんぷんを主成分とする点は共通です
が、含まれるタンパク質の違いによって扱いが大きく異なり
ます。そこで、粉の特性を実感できる実習例としてスポンジ
ノートルダム清心
【選択】粉の特性を活かした調理 ケーキ・カスタードクリーム・テーブルパンを取り上げ、調理 山本 幾子（人間生活学部准教授）
女子大学
実習題材としての可能性を検討します。さらに、科学的な視
点を重視した調理実習の具体的な指導について、中・高等
学校の指導経験を踏まえて協議・検討します。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

中学校･高等学校
6,400円
家庭科教諭

15人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506276号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

高校の専門科目「フードデザイン」では、テーブルコーディ
ネートの指導を通して、食事を心豊かにおいしく食べるため
に普段の食卓づくりにも食卓を演出する必要があることを理
解させることになっています。このことから、テーブルコー
山本 幾子（人間生活学部准教授）
ディネートの基本を踏まえつつ、中・高等学校における実際
の指導を前提として、食事のテーマに応じた色彩、クロスや
小物類、食卓花など、食卓の演出方法について実践的に検
討していきます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月24日

教諭

中学校･高等学校
6,400円
家庭科教諭

15人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506277号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

幼稚園等における特別支援教育及びインクルーシブ教育体
制について、現状と課題についての総論と、実際の現場の
工夫や個別の指導・支援、専門機関との連携等について総
【選択】｢気になる幼児」への特別
合的に取り扱います。現状と課題を整理するための総論的
ノートルダム清心 支援の視点を取り入れた保育を
青山 新吾（人間生活学部准教授）
な講義、幼稚園現場での豊富な実践経験のある講師からの
女子大学
探る～一斉保育と個別支援の両
三宅 一恵（人間生活学部講師）
保育現場の実践事例の紹介、参加者による実践検討を行う
面から～
小グループでの演習を行い、一斉保育の工夫と個別支援の
両面から、特別支援の視点を取り入れた｢気になる幼児」を
含む、どの子も育つ保育について探求していきます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506278号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

小・中・高等学校等におけるインクルーシブ教育体制の実現
に向けて、現状と課題を扱った総論と、実際の集団づくりや
授業の工夫、合理的配慮の提供及び学校内の連携等につ
いて総合的に取り扱います。現状と課題を整理するための
青山 新吾（人間生活学部准教授）
総論的な講義、学校現場からゲストティーチャーを招き先進
的な取組を紹介する講義、参加者による実践検討を行う小
グループでの演習を行い、インクルーシブ教育の実現に向
けて、多角的な視点から検討、探求していきます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

教諭
養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校教諭， 6,000円
養護教諭

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506279号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

ノートルダム清心
【選択】食卓の演出を考える
女子大学

【選択】インクルーシブ教育の実
ノートルダム清心 現に向けての多角的検討～集団
女子大学
づくりと授業の工夫及び合理的
配慮の提供～
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幼稚園教諭、保
育教諭

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼児期から小・中・高や特別支援学校等における特別支援
教育やインクルーシブ教育体制について、それぞれのス
テージにおける取組及びそれらをどのように継続させていけ
【選択】将来につなげる特別支援 るのかという課題について取り扱います。現状と課題を整理
ノートルダム清心
教育～幼児期から高校・高等部 するための総論的な講義、ゲストティーチャーを招いての先 青山 新吾（人間生活学部准教授）
女子大学
卒業までの取組をつなぐ～
進的な取組を紹介する講義、参加者による実践検討を行う
小グループでの演習を行い、子どもたちの将来の充実につ
なげるための特別支援教育の取組について検討、探求して
いきます。

美作大学

日本語を英語と比較し、両者の間にある類似点や相違点に
焦点を当てつつ、母語である日本語を一言語として眺めた
場合どのような特徴があるか、また、日本語との対象を通じ
【選択】日本語との違いから学ぶ て英語とはどのような言語であるのかについて理解を深め、
桐生 和幸（教授）
英語
言語教育の実践に活かすヒントを探る。扱うテーマは、主
に、発音、文法、表現パターン、コミュニケーション方略。両
方に均等に焦点を当て、また、「言語教育」一般にするという
観点から、英語担当以外の教諭も対象とする。

講習の期間

対象職
種

主な受講対象者

受講料

受講人
数

受講者募集期間

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教
諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
6,000円
支援学校教諭，
養護教諭

100人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平3030524086-252-5463
506280号

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

岡山県津山市

6時間 平成30年8月20日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校国
語科・英語科教
諭

6,000円

100人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30305250868-22-7310
508247号

http://mimasaka.jp/

岡山県津山市

6時間 平成30年8月20日

教諭
養護教
中高家庭科教
諭
諭、養護教諭、栄 6,000円
栄養教
養教諭
諭

50人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30305250868-22-7310
508248号

http://mimasaka.jp/

講習の開催地 時間数

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

美作大学

【選択】食育の理論とその応用

肥満、過度の痩身や生活習慣病など食生活に起因する問
題が多くなっている。食生活を含めた人の行動を変容させる
ためには、行動科学の理論を取り入れることが効果的であ
ることが知られている。しかし、多くの行動科学の理論のな
土海 一美（准教授）
かから、子どもたちのもつ問題や状態に応じた適切な理論
を選択する必要がある。そこで、行動科学に関する基礎的
理論を理解し、それらの理論に基づいた具体的な実践事例
から効果的な食育について考える。

美作大学

【選択】給食献立を教材とした食
に関する指導

児童生徒の食生活の現状を分析し、給食献立を教材とした
食に関する指導のあり方や具体的な実践方法等を検討す
る。また、栄養教諭が担任や養護教諭と協力し、家庭や地
森本 恭子（准教授）
域と連携しながら、給食時間や教科等の時間における食に
関する指導の実践化に向けての事例紹介等を交えながら指
導のあり方を考察する（一部グループワークも含む）。

岡山県津山市

6時間 平成30年8月21日

教諭
養護教
諭
栄養教
諭

全教員

6,000円

50人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30305250868-22-7310
508249号

http://mimasaka.jp/

美作大学

食に関する指導において生きた教材として活用するための
献立のあり方を考え、意図的に食に関する指導のねらいを
【選択】食に関する指導の教材と
設定した献立作成の実践化に向けて検討を行う。また、今 森本 恭子（准教授）
なる献立作成
後の献立作成にどのように活かしていくかを相互に協議し考
察する（一部演習も含む）。

岡山県津山市

6時間 平成30年8月24日

教諭
栄養教
諭

中高家庭科教
諭、栄養教諭

6,000円

20人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30305250868-22-7310
508250号

http://mimasaka.jp/

美作大学

【選択】発達障害の理解と支援

岡山県津山市

6時間 平成30年8月24日

教諭
養護教
諭

全教諭、養護教
諭

6,000円

120人

平成30年6月18日～
平成30年7月13日

平30305250868-22-7310
508251号

http://mimasaka.jp/

美作大学

アインシュタインの相対性理論の初歩を、中学程度の数学
(直線の方程式や連立方程式など)を用いて講義します。題
材として、ウラシマ効果(時計の遅れ)や物体の収縮を考え、
これらの不思議な現象が、相対性原理を出発点として簡単
【選択】やさしい相対性理論入門
荻野 真介（教授）
な数学により導き出せることを示します。一見難しそうです
が、この内容は美作大学１年生の選択の講義として実際に
教えられていたもので、学生たちにも理解できるレベルのも
のです。

岡山県津山市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校教諭、中
学・高校理科教
諭

6,000円

30人

平30平成30年10月22日～
305250868-22-7310
平成30年11月2日
508252号

http://mimasaka.jp/

広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、知的障
害などの発達障害の行動的、認知的特徴を学習する。発達
障害の心理的評価法を学び、それに基づく様々な療育プロ 安田 純（教授）
グラムの概要について捉え、効果的な支援とはどのようなも
のであるのかを修得する。

16 / 18 ページ

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山短期大学

本講習では、「幼児と言葉」のつながりとその指導を再考し
ていくための理論と教材研究について講義します。本講習
は、『幼稚園教育要領』と関連づけながら、前半では、人間
【選択】保育内容「言葉」の理論と にとって「言葉」がどのようなものであり、どのような意味を有 浦上 博文（幼児教育学科・教授）
教材研究
し、そしてどのように「言葉」を獲得していくのかについての 都田 修兵（幼児教育学科・講師）
理論を紹介していきます。また後半では、絵本を題材とし
て、幼児の発達過程を踏まえた教材研究の方法と幼児指導
への適用について解説します。

岡山県倉敷市

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年8月16日～
平成30年9月15日

平30086-428-2651
35253(内線： 348)
508679号

http://www.owc.ac.jp

岡山短期大学

造形表現および身体表現に関する講習です。導入講義・演
習・グループワークの組合せによって理解を深め、実践のヒ
ントを獲得します。造形表現では受講者の経験を踏まえて、
表現に対する保育者の姿勢や援助の方針について確認す
【選択】保育実践力養成講座（造
藤井 真理（幼児教育学科 教授）
ると共に、子どもの表現意欲を育む指導に関する演習を行
形表現・身体表現）
関野 智子（幼児教育学科 講師）
います。身体表現では表現に対する基本的な考え方、子ど
も達を指導する際の心構え、幼少期の表現の経験が及ぼす
影響について述べると共に、保育者として「表現―理解関
係」の構造を理解する重要性について解説します。

岡山県倉敷市

6時間 平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年8月16日～
平成30年9月15日

平30086-428-2651
35253(内線： 348)
508680号

http://www.owc.ac.jp

川崎医療短期大
【選択】発達障がいへの支援
学

本講習は、学校・園においてその効果的な支援への検討が
なされている発達障がいについて、近年の研究成果に基づ
く本質的な障がい特性の理解及び効果的な支援・指導につ
いて講義形式で実施するものであります。特に本講習では、
一生涯に渡る発達障がいの各ライフステージ毎の特徴とそ 重松 孝治（医療保育科講師）
の支援を紹介することで、各時期にどのような取り組みが重
要となるのかについて学べるものであります。特に障がいの
ある幼児・児童・生徒の具体的なエピソードを豊富に紹介す
ることで、具体的な学びにつなげるものとなっております。

岡山県倉敷市

6時間 平成30年8月23日

教諭
養護教
諭

幼稚園・小学校
教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成30年6月18日～
平成30年7月9日

平3035254086-464-1033
508232号

http://www.kawasakim.ac.jp/jc/

山陽学園短期大 【選択】一人ひとりの子どもの発
学
達保障

①学校教育全体の視点として、保幼小接続やインクルーシ
ブ教育など、発達保障ができる教育方法について考察す
る。
②新たな幼稚園教育要領に基づく、指導の展開・評価の視 岡田 典子（幼児教育学科講師）
点から考える。
権田 あずさ（幼児教育学科講師）
③発達障害について福祉的・心理的視点から考察し、保幼 岡正 寛子（幼児教育学科講師）
小接続のための教育現場での配慮と対応方法を学ぶ。
④保護者支援・地域連携のために必要なこととは何かを、
教育・福祉・心理的視点から考える。

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平3035256086-901-0503
504467号

http://www.sguc.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市公立保育園，
岡山市立認定こ
ども園，岡山市立
幼稚園に勤務す
る正規職員

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平3050651086-944-7255
504859号

http://www.city.okayam
a.jp/kyouiku/sougoukyo
uiku/index.html

・幼児期に大切にすべき力を，教育要領等を読み解く中で考
える。また，絵本の読み聞かせの意義や絵本を選ぶ視点，
読み聞かせのポイントについて学ぶ。さらに，小学校以降の
岡山市教育委員 【選択】保育教材研究（絵本）・保 教育とのつながりについても考える。
会
育に生かせるカウンセリング
・基礎的なカウンセリングの理論を学ぶとともに，子どもや保
護者理解を深める上での効果的な活用の仕方について考
える。また，カウンセリングの基本的な技法について体験し
ながら学ぶ。

吉澤 佳子（元岡山市立富山幼稚園長）
児子 千鶴子（ノートルダム清心女子大学人間
生活学部講師）
玉瀬 友美（高知大学教育学部教授）

岡山県岡山市
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6時間 平成30年9月16日

平成30年度(第1回～第7回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地 時間数

・幼児自らが音や音楽で十分遊び，表現する楽しさを味わう
ためにどのように音楽に関わる活動を豊かにしていけば良
いか，具体的な演習等を通して学ぶ。また，小学校教育との
【選択】幼稚園教育要領５領域の
吉永 早苗（岡山県立大学保健福祉学部教授）
岡山市教育委員
つながりについて考える。
「表現」について・子どもの発達と
山下 文一（松蔭大学コミュニケーション文化学 岡山県岡山市
会
・０歳児から小学校入学前後の時期の子どもの発達を理解
学び
部教授）
するとともに，就学前教育が世界的に見てどのように考えら
れ，どのような指導がふさわしいのかデータをもとに理解を
深める。

講習の期間

6時間 平成30年10月21日

対象職
種

主な受講対象者

受講料

受講人
数

受講者募集期間

教諭

幼稚園教諭免許
状を有する岡山
市公立保育園・
岡山市立認定こ
ども園・岡山市立
幼稚園に勤務す
る正規職員

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平3050651086-944-7255
504860号

http://www.city.okayam
a.jp/kyouiku/sougoukyo
uiku/index.html

小学校教諭

22,500円

24人

平成30年3月20日～
平成30年6月30日

平30700200866-56-7232
501126号

http://kibi.niye.go.jp

幼稚園教員、小
23,000円
学校教員

30人

平成30年2月16日～
平成30年6月30日

平308001903-5363-6010
500145号

http://www.naturegam
e.or.jp/

教員が体験活動の意義について理解するとともに，学習指
導要領における体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編
成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習
独立行政法人国 【選択】生徒指導・学級経営に活
を通して習得する。「野外炊事」，「オリエンテーリング」，
立青少年教育振 かす体験活動（国立吉備青少年
「カッター活動」等の体験活動の実習，「体験活動の意義と
興機構
自然の家）
学習指導要領」や「子どもの現状と課題」，「体験活動の導
入とその指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教諭と
するが，中学校教諭も受講可能。

杉田 洋（國學院大学人間開発学部教授）
福原 洋子（岡山県教育庁義務教育課課長）
越宗 倫生（国立吉備青少年自然の家所長）
髙藤 佳明（国立吉備青少年自然の家次長）
大下 展弘（国立吉備青少年自然の家主任企
画指導専門職）
德永 正樹（国立吉備青少年自然の家企画指
導専門職）
瀧田 正宏（国立吉備青少年自然の家企画指
導専門職）
佐藤 泰之（国立吉備青少年自然の家企画指
導専門職）

岡山県加賀郡
吉備中央町

18時間

平成30年8月16日～
平成30年8月18日

教諭

国立吉備青少年自然の家にて選択領域講習に必要な18時
公益社団法人日
間分を１泊２日で開催。１）学習指導要領で謳われている
【選択】幼稚園と小学校の授業に
本シェアリングネ
「体験の充実」についての講義。２）校庭や園庭の身近な自
活きる自然体験活動
イチャー協会
然で楽しめるネイチャーゲーム体験および自然の発見を楽
しむ実習など、体験や実習を多く取り入れた実践的講習。

勝間 光洋（岡山県矢掛町立川面小学校校長）
藤本 光世（岡山県シェアリングネイチャー協会
岡山県加賀郡
理事長）
吉備中央町
山口 哲也（日本シェアリングネイチャー協会職
員）

18時間

平成30年8月17日～
平成30年8月18日

教諭
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認定番号

電話番号

ＵＲＬ

