平成30年度(第1回～第10回)
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地 時間数

講習の期間

受講料

学校種

免許職種、教科
等

職務経験等

受講人
数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

学校を巡る近年の状況の
【選択必修】幼稚園等におけるカ
変化
リキュラム･マネジメントの解説と
学習指導要領の改訂の
展望(2018年度講習)
動向等

まず、幼稚園等へのカリキュラム･マネジメント導入の背景
と導入されるカリキュラム･マネジメントの定義について解説
する。続いて、カリキュラム・マネジメントを成立させるため 横松 友義（大学院教育学研究科准教授、教
の手順について考察する。さらに、カリキュラム・マネジメン 育学部准教授）
トと子育て支援とを統合する際の基本的考え方やこれから
必要とされる経営改革について考察する。

岡山県岡山市

6時間 平成30年10月27日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年9月10日～
平成30年10月7日

平3010068086-251-7597
301943号

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

岡山大学

子どもの発達と家庭教育における知育・徳育等に関して、
様々な角度から講義する。特に、【１】「子どもの思考力の芽
生えを育てる―知育への誤解―」、【２】「子どもの道徳性の
【選択必修】親子が元気になる家 学校、家庭及び地域の連
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育
芽生えを育てる―豊かな心情を育む幼児期の徳育―」、
庭教育支援(2018年度講習)
携及び協働
学部教授）
【３】「親子が元気になる家庭教育支援―家族への愛情―」
等に焦点を当てて論じる。あわせて、【４】「受講者参加型演
習―家庭で出来る親子遊び―」の演習を行う。

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
301952号

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

岡山大学

保育･幼児教育の今日的課題と今後の展望に関して、様々
な角度から講義する。特に、【１】「子ども・子育て支援新制
度の理解と今後の保育―日本の保育の課題と展望―」、
【選択必修】保育・幼児教育の未 学校を巡る近年の状況の 【２】「幼保のあるべき姿と幼保小連携教育の課題―幼保一 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育
来への鍵(2018年度講習)
変化
体化に向けて―」、【３】「国際理解は自国を知ることから― 学部教授）
他国に学び自国を知る―」等に焦点を当てて論じる。あわ
せて、【４】「受講者参加型演習―保育者の思考力を鍛える
頭の体操―」を行う。

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月23日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

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
301955号

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

岡山大学

【選択必修】英語コミュニケーショ
英語教育
ンの実践 (2018年度講習)

本講習では、受講者に会話や活動を通してコミュニカティブ
な言語指導（CLT）を再検討し、日本におけるCLTの利点と スコット ガードナー（大学院教育学研究科教
限界を理解した上で、英語学習教室内のコミュニケーション 授、教育学部教授）
向上に役立つ具体策を実習してもらいます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月23日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

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
301957号

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

岡山大学

学校保健安全法では、現代的健康課題に対しては、養護
教諭その他の職員が相互に校内外と連携して組織的・計
様々な問題に対する組織
伊藤 武彦（大学院教育学研究科教授、教育
画的に学校全体で取り組む必要性を指摘している。本講習
【選択必修】学校保健・学校安全 的対応の必要性
学部教授）
では、学校保健・学校安全の今日的課題や学校での危機
の今日的課題（2018年度講習） 学校における危機管理上
宮本 香代子（大学院教育学研究科教授、教
管理などを取り上げ、これらの課題について基本的な理解
の課題
育学部教授）
を深めた上で、学校でどのように対応していけばいいのか
について講義・演習を実施する。

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭，養護教諭，
保育教諭

特定しない

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
301958号

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

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月8日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
301959号

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

岡山大学

岡山大学

中国短期大学

変動期社会において「学び続ける教師」はいよいよ求めら
れるあり方となっている。教師、子ども、保護者の状況変化
について、データを紹介しつつ考察する。とくに教育のグ
【選択必修】教職についての省察 学校を巡る近年の状況の ローバル化（世界のなかの日本の学校という目）や子どもと 梶井 一暁（大学院教育学研究科准教授、教
(2018年度講習)
変化
保護者の意識（教師の位置）の検討をふまえ、教育の専門 育学部准教授）
職としての教師の特性（学級・授業をつくる専門家）を再考
する。

【選択必修】リサーチリテラシー
入門(2018年度講習)

学習指導要領等に基づき
育成すべき資質及び能
力を育むための習得、活
用及び探究の学習過程
を見通した指導法の工夫
及び改善

近年，SSH校やSGH校では「課題研究」が実施され，中等
教育段階でも研究活動が重視されるようになっています。し
かし，教科の指導と異なり「課題研究」はその指導方法が
十分に確立されておらず，先生方は試行錯誤しながら研究 山田 剛史（大学院教育学研究科教授、教育
指導を担当されているのではないかと思われます。本講習 学部教授）
ではテキスト(山田剛史・林創著(2011))を用いて「研究を遂
行するために必要な基礎的能力」に関する講義を行いま
す。

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月22日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
301960号

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

【選択必修】学校を取り巻く状況
の変化への組織的対応

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

幼稚園教諭を対象として、様々な問題に対する組織的対応
の必要性を確認することにより、学校組織の活性化と教職
員の資質向上、学校と家庭・地域・関係機関との連携のあ
り方について組織マネジメントの視点から検討する。そし
上岡 仁（保育学科教授）
て、学校を巡る近年の変化について、教員に求められる知 大橋 美佐子（保育学科准教授）
識・技術が修得出来るようにするとともに、それを踏まえて
目の前の子どもたちにどのような知識技術を育成すべきか
を考えていく。

岡山県岡山市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月17日～
平成30年7月25日

平3035258086-293-0542
302102号

http://www.cjc.ac.jp/
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平成30年度(第1回～第10回)
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

・幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要
領，保育所保育指針の歴史的変遷や国の動向等を踏まえ
学習指導要領の改訂の
た上で，幼児教育の取組や方向性について学び理解を深 井山 房子（くらしき作陽大学子ども教育学部
岡山市教育委員 【選択必修】幼稚園教育要領・園 動向等
める。
教授）
会
における危機管理
学校における危機管理上
・地域社会，関連機関等，園外との連携をもつことの重要 高木 亮（就実大学教育学部准教授）
の課題
性，またその連携を保育の充実や園の危機管理に生かす
方法を学び，園経営に対する力を養う。

学校を巡る近年の状況の
【選択必修】学校園を巡る状況の
倉敷市教育委員
変化
変化・学習指導要領の改訂の動
会
学習指導要領の改訂の
向等
動向等

学校を巡る近年の状況の
【選択必修】学校園を巡る状況の
倉敷市教育委員
変化
変化・学習指導要領の改訂の動
会
学習指導要領の改訂の
向等
動向等

講習の開催地 時間数

岡山県岡山市

近年の学校園を巡る状況の変化を，保育・教育現場の実
態や経験を踏まえて理解し，今後の保育・教育の方向性や
課題について検討する。
木戸 啓子（倉敷市立短期大学 保育学科教
「幼稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼保連携型認
授）
岡山県倉敷市
定こども園教育・保育要領」の改訂の動向を学ぶことによ
瀧澤 依子（倉敷市立短期大学 非常勤講師）
り，幼児教育の専門性や共通性，また，小学校以降の教育
への道筋を理解する。

近年の学校園を巡る状況の変化を，保育・教育現場の実
態や経験を踏まえて理解し，今後の保育・教育の方向性や
課題について検討する。
木戸 啓子（倉敷市立短期大学 保育学科教
「幼稚園教育要領」，「保育所保育指針」，「幼保連携型認
授）
岡山県倉敷市
定こども園教育・保育要領」の改訂の動向を学ぶことによ
瀧澤 依子（倉敷市立短期大学 非常勤講師）
り，幼児教育の専門性や共通性，また，小学校以降の教育
への道筋を理解する。
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講習の期間

受講人
数

受講者募集期間

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

特定しない

0円

50人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
302274号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

特定しない

0円

50人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
302275号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

受講料

学校種

免許職種、教科
等

職務経験等

6時間 平成30年11月25日

幼稚園

幼稚園教諭

中堅教諭・幼稚
園教諭免許状を
有する中堅保育
士

6時間 平成30年11月23日

幼稚園

保育教諭向け

6時間 平成31年1月14日

幼稚園

保育教諭向け

認定番号

電話番号

平3050651086-944-7255
301199号

ＵＲＬ

http://www.city.okaya
ma.jp/kyouiku/sougouk
youiku/index.html

