平成28年度(第1回～第6回)
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
開設者名

東北福祉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

1. 教職についての省察 2. 子どもの変化についての理解 3. 学
校の内外での連携協力についての理解 の3点を主テーマとする 寺下
【必修】子どもを取りまく教育の今日 教育に関する最新の事情について、レポートをまとめることによっ 石原
的課題
て学習する。また、修了認定試験は北海道・東北・関東の各県や 三浦
西日本の一部都市で実施（会場により実施月が異なるので、本学 熊谷
ホームページで確認してください）。

【必修】心身健康科学教育～人・生
人間総合科学大学 命を支えるこころ・脳・からだを学習
する～

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む）」「子
どもの生活の変化を踏まえた課題」の4項目について理解を深め
るとともに＜人・生命を支えるこころ・脳・からだを学習する＞を
テーマに、本学が提唱する新しい学問領域である『心身健康科
学』の中から教職に求められる専門的な知識を学ぶ。

青木
小岩
赤坂
中野

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

明 （教育学部教授）
直 （教育学部教授）
和美（教育学部准教授）
和彦（教育学部准教授）

通信教育

6時間

平成28年4月1日～
平成29年1月10日

6,000円

500人

平成28年2月16日～
平成28年7月29日

平2830042100101号

022-233-2211

http://www.tfu.ac.jp/
tushin

清（上智大学名誉教授）
信義（人間科学部教授）
雅裕（文教大学国際学部教授）
博子（人間科学部教授）

インターネット

7時間

平成28年4月16日～
平成28年11月30日

8,000円

770人

平成28年3月16日～
平成28年7月31日

平2830102100315号

048-749-6111

http://www.human.ac.j
p/

聖徳大学

幼稚園以外の免許種を対象とし、「国の教育施策や世界の教育
の動向」「教員としての子ども観、教育観等についての省察」「子
【必修】教育の最新事情（通信Ａクラ どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見」「子
ス）
どもの生活の変化を踏まえた課題」に関して今日求められている
教育の課題をふまえて、学校や教員が果たすべき役割について
考察する。

小野瀬 雅人（児童学部教授）
高野 聡子（児童学部講師）
東原 文子（児童学部准教授）
鈴木 由美（児童学部教授）

通信教育

6時間

平成28年6月1日～
平成28年8月27日

6,000円

100人

平成28年4月7日～
平成28年5月8日

平2830120100053号

047-365-1200

http://www.seitoku.jp
/tk/

聖徳大学

幼稚園教諭を対象とし、「国の教育施策や世界の教育の動向」
「教員としての子ども観、教育観等についての省察」「子どもの発
【必修】教育の最新事情（通信Ｂクラ
達に関する脳科学、心理学等における最新の知見」「子どもの生
ス）
活の変化を踏まえた課題」に関して今日求められている教育の課
題をふまえて、園や教員が果たすべき役割について考察する。

古橋
高野
東原
岡田

通信教育

6時間

平成28年6月1日～
平成28年8月27日

6,000円

100人

平成28年4月7日～
平成28年5月8日

平2830120100054号

047-365-1200

http://www.seitoku.jp
/tk/

放送大学

【必修】教育の最新事情

学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知的成果を
提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。それを学ぶこと
によって教員一人ひとりが、教育現場において直面する諸問題に
対処していくための手法を自ら考え、積極的に実践していく力のよ
り一層の向上をめざす。国の教育政策や世界の教育の動向、教
職の専門性と現代的役割、子どもの変化と子ども理解を主な内容
とする。

住田正樹（放送大学客員教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
今津孝次郎（愛知東邦大学教授）
無藤隆（白梅学園大学教授）
森口佑介（上越教育大学准教授）
熊谷恵子（筑波大学教授）
伊藤美奈子（奈良女子大学教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間

平成28年7月13日～
平成28年8月21日

6,000円

8,000人

平成28年4月15日～
平成28年5月23日

平2830136100240号

(代)043-276-5111 http://www.ouj.ac.jp/

放送大学

【必修】教育の最新事情

学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知的成果を
提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。それを学ぶこと
によって教員一人ひとりが、教育現場において直面する諸問題に
対処していくための手法を自ら考え、積極的に実践していく力のよ
り一層の向上をめざす。国の教育政策や世界の教育の動向、教
職の専門性と現代的役割、子どもの変化と子ども理解を主な内容
とする。

住田正樹（放送大学客員教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
今津孝次郎（愛知東邦大学教授）
無藤隆（白梅学園大学教授）
森口佑介（上越教育大学准教授）
熊谷恵子（筑波大学教授）
伊藤美奈子（奈良女子大学教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間

平成29年2月1日～
平成29年2月26日

6,000円

4,000人

平成28年11月1日～
平成28年11月30日

平2830136100241号

(代)043-276-5111 http://www.ouj.ac.jp/

桜美林大学

【必修】教育の最新事情

eラーニングにて、講習（修了確認試験を含む）を行います。
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」、「子どもの発達に関する
脳化学、心理学等における最新の知見」、「国の教育政策や世界
の教育の動向」、「教員としての子ども観、教育観等についての省
察」に関する講義を通して、教育の動向の現状理解と課題の発見
を目指します。

榑松 かほる（教職センター教授）
森 和代（健康福祉学群教授）
勝野 正章（東京大学教授）
大和久 勝（國學院大学講師）

インターネット

6時間

平成28年4月18日～
平成29年3月31日

9,600円

5,000人

平成28年3月16日～
平成29年3月31日

平2830141100307号

042-797-9914

http://www.obirin.ac.
jp/kyomen/

玉川大学

森山 賢一（大学院教育学研究科 教授）
田原 俊司（大学院教育学研究科 教授）
教育と教職についての省察を行い、心理学の動向を踏まえた近
田子 健 （教師教育リサーチセンター 客員教授）
【必修】社会・子どもの変化と教育の 年の子どもの発達課題及びカウンセリングマインドの必要性を理
武居 渡 （金沢大学人間社会研究域学校教育系 インターネット
課題
解したうえで、これに対する国の教育政策と世界の教育の動向を
教授）
明らかにする。
原田 恵理子（教師教育リサーチセンター 非常勤
講師）

6時間

平成28年6月13日～
平成28年8月20日

6,000円

2,100人

平成28年3月16日～
平成28年6月3日

平2830186100187号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/university/teacher_
education/training/wo
rkshop.html

玉川大学

森山 賢一（大学院教育学研究科 教授）
田原 俊司（大学院教育学研究科 教授）
教育と教職についての省察を行い、心理学の動向を踏まえた近
田子 健 （教師教育リサーチセンター 客員教授）
【必修】社会・子どもの変化と教育の 年の子どもの発達課題及びカウンセリングマインドの必要性を理
武居 渡 （金沢大学人間社会研究域学校教育系 インターネット
課題
解したうえで、これに対する国の教育政策と世界の教育の動向を
教授）
明らかにする。
原田 恵理子（教師教育リサーチセンター 非常勤
講師）

6時間

平成28年10月3日～
平成28年11月26日

6,000円

900人

平成28年7月16日～
平成28年9月23日

平2830186100188号

042-739-7097

http://www.tamagawa.j
p/university/teacher_
education/training/wo
rkshop.html

東京未来大学

【必修】好きな時間に自宅で学べる
『最新の教育事情』

6時間

平成28年4月11日～
平成28年12月11日

6,000円

2,000人

平成28年2月16日～
平成28年11月2日

平2830216100100号

03-5813-2530

http://license.tokyom
irai.ac.jp/

和夫（短期大学部教授）
聡子（児童学部講師）
文子（児童学部准教授）
耕一（短期大学部教授）

教育施策や世界教育の動向、子ども観と教育観、子どもの発達、
子どもの生活の変化について、公益社団法人私立大学通信教育
所澤 潤（こども心理学部教授）
協会によって作成された教材「新しい教育事情」に沿って学んでい
大橋 恵（こども心理学部准教授）
く。◆認定試験は全国で開催(札幌・仙台・埼玉・東京・千葉・横
浜・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄を予定）

通信教育
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平成28年度(第1回～第6回)
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【必修】教育の最新事情・通信講習

現代の教育事情全般を通信授業で行います。テキスト『新しい教
育事情』（私立大学通信教育協会）の学習をもとに、レポートでは 伊東 毅（造形学部教授）
学校教育の現場が抱えている課題や問題について論じてもらい、 高橋 陽一（造形学部教授）
それを添削指導します。

通信教育

6時間

平成28年4月1日～
平成29年1月31日

6,000円

100人

平成28年2月16日～
平成28年7月31日

平2830246100105号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac.j
p/

【必修】[通] 教育の最新事情

①国の教育政策や世界の教育の動向、②教員としての子ども
観、教育観等についての省察、③子どもの発達に関する脳科学、
心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含
む。)、④子どもの生活の変化を踏まえた課題。教育の最新事情
の検討には、その不易と流行の視点が重要と考える。このような
視点を踏まえて学習をすすめ、講習内容について読み取り、理解
を深める。

佐々井 利夫(教育学部 教授)
菱山 覚一郎(教育学部 教授)
廣嶋 龍太郎(教育学部 准教授)
森下 由規子(教育学部 准教授)
板橋 政裕(教育学部 常勤講師)

通信教育

6時間

平成28年4月25日～
平成28年12月28日

6,000円

50人

平成28年4月18日～
平成28年9月30日

平2830250100508号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

【必修】教育の最新事情

国の教育政策や世界の教育事情、子どもの変化と適切な対応、
これからの学校教育の在り方や専門職としての教員の役割につ
いて、基本的な知識の確認とともに、実践的な理解を深めることを
目的とする。また、特別支援教育の定義にとどまらず認知科学・
行動科学の視点から、読み、書き、計算、社会的スキル等の合理
的な支援についても学びを深める。

天野 一哉（共生科学部教授）
長井 梢（共生科学部教授）
樫永 卓三（共生科学部教授）
西村 哲雄（共生科学部教授）
三田地 真実（共生科学部教授）
福島 紘（共生科学部特任教授）
仲 久徳（共生科学部准教授）
阿部 利彦（共生科学部准教授）
丸本 茂樹（共生科学部特任講師）
古阪 肇（千葉大学大学院医学研究院助教）

通信教育

6時間

平成28年5月16日～
平成29年1月31日

7,000円

1,500人

平成28年2月22日～
平成28年5月9日

平2830259100050号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp/

【必修】eラーニング講習「教師のた
めの教育最前線」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての考察」、「子どもの発達に関する脳科学、心
理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含
渡邉達生（八洲学園大学教授）
む。）」、「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について取り上げ
鈴木啓之（八洲学園大学准教授）
ます。講習はオンデマンド（録画）で受講できます。試験会場は、
生越詔二（女子栄養大学非常勤講師）
本学（横浜市（神奈川県））、品川区（東京都）、名古屋市（愛知
県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監督者委託
型試験も可能です（実施条件あり）。

インターネット

6時間

平成28年7月15日～
平成28年8月28日

6,000円

300人

平成28年2月16日～
平成28年6月20日

平2830282100102号

045-313-5454

http://www.yashima.ac
.jp/univ/

八洲学園大学

【必修】eラーニング講習「教師のた
めの教育最前線」

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての考察」、「子どもの発達に関する脳科学、心
理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含
渡邉達生（八洲学園大学教授）
む。）」、「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について取り上げ
鈴木啓之（八洲学園大学准教授）
ます。講習はオンデマンド（録画）で受講できます。試験会場は、
生越詔二（女子栄養大学非常勤講師）
本学（横浜市（神奈川県））、品川区（東京都）、名古屋市（愛知
県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監督者委託
型試験も可能です（実施条件あり）。

インターネット

6時間

平成28年10月15日～
平成28年11月27日

6,000円

200人

平成28年2月16日～
平成28年9月20日

平2830282100103号

045-313-5454

http://www.yashima.ac
.jp/univ/

岐阜女子大学

【必修】社会が求める学校教育と教
師の実践的指導力Ⅰ

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、子どもの心
理・発達的視点からみた子どもの理解と対応、国の教育改革の動 高橋 正司（家政学部教授）
向を踏まえた教育課程の在り方等について、受講者が個々の具 佐々木恵理（文化創造学部講師）
体的な教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、教育実践
的指導力を身につける。

通信教育

6時間

平成28年6月13日～
平成28年7月24日

6,000円

200人

平成28年2月16日～
平成28年5月13日

平2830328100068号

058-229-2211

http://www.gijodai.ac
.jp/

岐阜女子大学

【必修】社会が求める学校教育と教
師の実践的指導力Ⅰ

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、子どもの心
理・発達的視点からみた子どもの理解と対応、国の教育改革の動 高橋 正司（家政学部教授）
向を踏まえた教育課程の在り方等について、受講者が個々の具 佐々木恵理（文化創造学部講師）
体的な教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、教育実践
的指導力を身につける。

通信教育

6時間

平成28年7月11日～
平成28年8月28日

6,000円

200人

平成28年5月16日～
平成28年6月10日

平2830328100069号

058-229-2211

http://www.gijodai.ac
.jp/

岐阜女子大学

【必修】社会が求める学校教育と教
師の実践的指導力Ⅰ

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が必要と
する専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、子どもの心
理・発達的視点からみた子どもの理解と対応、国の教育改革の動 高橋 正司（家政学部教授）
向を踏まえた教育課程の在り方等について、受講者が個々の具 佐々木恵理（文化創造学部講師）
体的な教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、教育実践
的指導力を身につける。

通信教育

6時間

平成28年8月8日～
平成28年9月25日

6,000円

200人

平成28年6月13日～
平成28年7月8日

平2830328100070号

058-229-2211

http://www.gijodai.ac
.jp/

神戸国際大学

教師に「自信と誇り」を、学校に「信頼」を、という観点に立ちなが
ら、通信教育により免許状更新講習を開設する。優秀なスタッフ
による読みやすく簡潔にして今日的な課題に十分応える内容の独
自テキストを使用し、豊富な人材による学ぶ立場に立った添削指
【必修】蘇る教師のための教育の最
導を通して教育の最新事情について学習する中で、学ぶ喜びを
新事情
教師自身が改めて体験し、自ら教職適性を確認しやりがいと教職
意識を高め、子どもの目線に立ち子どもに共感出来る感性豊かな
教師となることを目的とする。修了認定試験は、全国の会場で実
施する。

通信教育

6時間

平成28年7月11日～
平成28年12月4日

5,000円

500人

平成28年6月20日～
平成28年8月12日

平2830488100947号

078-845-3500

http://www.kobekiu.ac.jp/

武蔵野美術大学

明星大学

星槎大学

八洲学園大学

鈴木 正幸（どんぐり保育園園長）
桑原 敏明（筑波大学名誉教授）
井上 敏明（六甲カウンセリング研究所所長）
林 知代（芦屋大学准教授）
加藤 幸次（神戸国際大学客員教授）
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平成28年度(第1回～第6回)
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」
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

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

公益財団法人才能
【必修】教育の最新事情
開発教育研究財団

「国の教育施策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
の４つの事項への理解を深め、学校現場の今日的な課題に対応
するための知識・技能を高めることを目指して講習を実施します。

吉崎
河村
堀田
髙橋

静夫（日本女子大学人間社会学部教授）
久（聖徳大学児童学部教授）
インターネット
博史（園田学園女子大学人間健康学部教授）
良祐（前東京都港区教育長）

6時間

平成28年7月1日～
平成29年3月31日

7,200円

500人

平成28年6月16日～
平成29年3月15日

平2880005100923号

0120-238-140

http://www.sainou.or.
jp/e-learning/

公益財団法人大学 【必修】ｅラーニングによる教育の最
セミナーハウス
新事情

本講習では、「学校をめぐる近年の状況の変化」、「法令改正及び
国の審議会の状況」、「学習指導要領の改訂の動向」により、国の
最新の教育政策・教育改革の動向について理解を深める。
さらに、「子ども観と教育観の形成」、「子どもの成長とその支
援」、「子どもの生活環境の変化」を紹介することにより、子どもに
ついての最新の知見を提供する。

蔦澤 元晴（早稲田大学大学院講師、実践女子大学
講師）
インターネット
加藤 彰彦（沖縄大学名誉教授、ＮＰＯ法人ワーカー
ズコープ顧問）

6時間

平成28年4月16日～
平成29年3月31日

9,000円

2,000人

平成28年3月16日～
平成29年3月31日

平2880013100246号

042-676-8532

https://iush.jp/

佐々木 幸寿 (東京学芸大学教育学部 教授)
古屋 恵太 (東京学芸大学教育学部 准教授)
末松 裕基 (東京学芸大学教育学部 講師)
関口 貴裕 (東京学芸大学教育学部 准教授)
大伴 潔 (東京学芸大学教育学部 教授)
松尾 直博 (東京学芸大学教育学部 准教授)

6時間

平成28年6月13日～
平成28年8月19日

6,000円

3,000人

平成28年4月11日～
平成28年6月3日

平2890033100239号

お問い合わせはﾒﾙで受付をしていま
すので､右記のURL http://www.elのお問い合わせﾌｫ kyouinsaiyou.jp
-ﾑからお願い致し
ます｡

東京学芸大学・愛
知教育大学・千歳
科学技術大学

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心
【必修】社会・子どもの変化と教育の 理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含
課題
む。）」、「子どもの生活の変化を踏まえた課題」の４つの事項につ
いて，これまでの研究によって得られた知見に基づいて講義す
る。

インターネット
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