
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作 1

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけた指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくり
だす活動」の演習（作品制作・発表会）により検討するととも
に，「共同してつくりだす活動」による非認知的能力の伸長を
検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月22日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502647号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作 2

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけた指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくり
だす活動」の演習（作品制作・発表会）により検討するととも
に，「共同してつくりだす活動」による非認知的能力の伸長を
検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502648号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作 3

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけた指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくり
だす活動」の演習（作品制作・発表会）により検討するととも
に，「共同してつくりだす活動」による非認知的能力の伸長を
検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502649号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：図画工
作 4

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に
むけた指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくり
だす活動」の演習（作品制作・発表会）により検討するととも
に，「共同してつくりだす活動」による非認知的能力の伸長を
検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和3年7月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502650号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：社会  1

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただくた
めの講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは何
か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようになる
のか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説しま
す。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502651号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：社会  2

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただくた
めの講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは何
か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようになる
のか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説しま
す。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和3年7月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502652号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：音楽

小学校の音楽授業づくりにおける基礎的・基本的な内容及び
指導方法について，それぞれの領域ごとに再確認し，実際に
具体的な教材，授業実践を通して学ぶことを目的とする。歌
唱の活動，器楽の活動，音楽づくりの活動，及び鑑賞の活動
である。

篠原　秀夫（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月24日 教諭 小学校教諭 6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502653号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：理科・算
数・英語

理科：学習指導要領にもとづく小学校理科の見方・考え方を
育てる深い学びの指導法，および物理分野の内容について
解説する。
算数：学習指導要領にもとづく小学校算数科の学習指導や
数学的内容について解説する。
英語：学習指導要領にもとづく小学校英語の指導方法を，コ
ミュニケーションや言語習得の観点から解説する。

川幡　佳一（人間社会研究域学校教育系教授）
小松田　沙也加（人間社会研究域学校教育系
講師）
山下　浩（人間社会研究域学校教育系教授）
滝沢　雄一（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502654号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】小学校選択講座：生活科・
総合的な学習の時間

小学校における「生活科」と「総合的な学習の時間」の理論と
先進的実践群を学ぶ。本講座で取り上げる実践事例は，「生
活科」や「総合的な学習の時間」が教育課程に導入される以
前から優れた総合学習の実践校として知られた小学校のも
のである。子どもの興味・関心に沿い，子どもが本来持って
いる学ぶ力をより引き出す授業実践を考える。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502655号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：家庭

小学校家庭科について，教科の特徴を確認するとともに，
「消費生活・環境」の領域と「衣生活」の領域を学ぶ。消費生
活・環境の領域では，他領域・教科との連携も含めて当該領
域の考え方・展開方法を検討する。また，衣生活の領域で
は，衣服に用いられている素材の物理特性に関する講義お
よび実験・実習を行う。衣服素材の特徴を理解することに
よって，衣生活領域全般における系統的な授業展開を目指
す。

尾島　恭子（融合研究域 融合科学系教授）
森島　美佳（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月8日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502656号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】小学校選択講座：国語

次のテーマについて専門の立場から講義を行う。
①「我が国の言語文化に関する事項」に関連する教材につい
て理解を深め，児童の興味や意欲を引き出す助けとなる知
識を身につける。
②小学校国語科における「読むこと」の指導を見直す。

折川　司（人間社会研究域学校教育系教授）
大野　順子（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月1日 教諭 小学校教諭 6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502657号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】日本語学・日本文学研究
の最近の動向と課題

教材研究を行う上で参考となるよう，日本語学・日本文学研
究の最近の動向を知り，具体的な文献・著作物に関する問
題を取り上げる。また，近年話題になっている日本語学及び
古典文学に関する問題についても取り上げる。これらを通じ
て，さらに教育上の課題について考える。

髙山　知明（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
猪瀬　千尋（人間社会研究域歴史言語文化学
系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月22日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502658号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】日本文学および漢文学の
諸問題

作品の精確な理解に基づいた教材研究の方法の修得を目
的として，日本文学および漢文学の作品を取り上げ，虚構や
語りの問題，また作品の背景にある文化や社会の問題，注
釈などといった観点から考察する。

飯島　洋（人間社会研究域学校教育系准教授）
原田　愛（人間社会研究域学校教育系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月23日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502659号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学

【選択】グローバル時代のニーズ
に応える国語教育とその課題ー
日本語学，日本語教育学の視点
からー

グローバル時代は，世界の諸言語の一つとして日本語につ
いて学ぶことの重要性に気づかせてくれる。１コマ目・２コマ
目は，日本語学の視点から，国語教育における言語学習，
敬語学習，文法学習の問題点について考え，国語を面白く
するための提案をしてみたい。また，グローバル時代を迎
え，日本語を母語としない児童・生徒が教室で学ぶ状況が増
えてきた。３コマ目では日本語教育の視点からそのような子
どもたちへの指導上の課題を考える。

加藤　和夫（元金沢大学人間社会研究域歴史
言語文化学系教授）
深澤　のぞみ（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
大江　元貴（人間社会研究域歴史言語文化学
系助教）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月24日 教諭
中学校・高等学
校（国語）教諭・
小学校教諭も可

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502660号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】おもしろさと納得感の得ら
れる授業をつくるために

歴史の授業がおもしろくないのは，因果関係の説明がクリア
ではなく，納得感が得られないことが原因です。因果関係の
ストーリーに意外性と説得力があれば，「へぇ～」「なるほど」
と生徒たちは前のめりに聞いてくれるでしょう。因果関係のカ
ギは技術・人口・国際関係。いずれも純粋文系人間である歴
史の先生には，意外と苦手なところ。授業をしていて，どうも
しっくりこないモヤモヤ感を晴らします。純粋に日本の歴史を
学びたいという専門外の先生の受講も歓迎します。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月18日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502661号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】現代社会を読み解くー憲
法学と人文地理学を中心にー

社会的事象につき，前半では世界の“アレコレ”の紹介から
「“地”表面の出来事の存在“理”由を“学”ぶ」方法を紹介し，
授業立案の発想に応用可能なヒントを提示する。後半に憲
法学の立場から議論・検討する。

石川　多加子（人間社会研究域学校教育系准
教授）
吉田　国光（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502662号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】法的リスクの管理：社会人
になるための基礎知識

未成年者が消費者取引を行った場合の法的な責任やリスク
管理，どのような行為がハラスメントに該当するかとその防
止策及び独占禁止法の基礎的な知識について考える。主な
受講対象者は高校教諭とするが，中学校教諭も可能であ
る。

中村　正人（人間社会研究域法学系教授）
村上　裕（人間社会研究域法学系准教授）
洪　淳康（人間社会研究域法学系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502663号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】公開鍵暗号の数学

現在のインターネット社会では，暗号は私たちの身近にあっ
て欠かすことのできないものとなっています。パスワードや暗
証番号などの重要な通信データのやりとりは第三者から保
護するために暗号化されています。今回の講習では現在の
インターネットでよく使われている暗号について考察します。
基礎となっている整数の素因数分解から始めて，どのような
理論で暗号がつくられているのかを概観します。

川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月2日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502664号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】円周率と逆正接系公式

円という図形の性質に昔から興味が持たれたのは，実用性
の観点のみならず知的好奇心の観点からも自然な事でし
た。円の長さや面積を求める事は，この図形の性質に関する
基本的な問題であり，円周率はその問題を解く鍵となる数値
です。数学の授業で扱われる基本的な図形の一つである円
について，円周率のより正確な値を求める為の紀元前から
始まる人類の努力の過程を紹介すると共に，具体的な計算
方法として逆正接系公式と呼ばれるものを取り上げて解説し
ます。

牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月3日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502665号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】価値を取り出す数学

ＡＩや機械学習に代表されるように，データサイエンスの重要
性が高まっています。データサイエンスでは，数学や統計学
の知識を活用して，与えられたデータから価値のある特徴量
を取り出すことが重要です。本講習では，データサイエンスに
おいて代表的な回帰分析を例に，背後にある「価値を取り出
す数学」の一端に触れます。

野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月4日 教諭
中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502666号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和3年度(第1回～第2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

金沢大学
【選択】現代ニーズに応える生物
学の最新事情

近年の解析技術の著しい進歩により，生物学は飛躍的に発
展している。本講座では，分子，細胞，個体を研究対象とす
るいくつかの研究分野において，教科書の内容から話を起こ
し，身近な話題と絡めつつ，最新の情報を提供する。教科書
に記載されている内容を大幅に補強することで，「生物」の授
業に厚みを持たせること，また，「生物」を専門としない教員
に対しても最新の生命科学を紹介することを目的とする。

金森　正明（理工研究域生命理工学系講師）
小林　功（理工研究域生命理工学系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月26日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502667号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】現代地球科学の諸問題

近年の地球科学の動向を展望して，特に進展著しく理解を深
めておく必要があると思われるトピックをいくつか取り上げて
重点的に解説する。
講義１：①岩石,地層,化石を通して見る石川県。②微小生物
化石群集を通して見る日本海。
講義２：気候危機と大気汚染：地球温暖化とPM2.5の意外な
関係。

加藤　道雄（元金沢大学理工研究域自然システ
ム学系教授）
松木　篤（環日本海域環境研究センター准教
授）
神谷　隆宏（理工研究域自然システム学系教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月30日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502668号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】中・高理科講座：化学

放射能の発見は，現在の原子についての陽子・中性子-電
子模型，物質の認識の基礎としての近代化学発展の原点を
確立し，物質観の革命を通して諸分野に大きな革命を及ぼし
た。放射線は我々の身の回りに日常的に存在しており，現在
工業や医療などの様々な分野で有効利用されている。また，
エネルギー源として原子力発電も世界各国で利用されてい
る。一方，負の部分としては，核兵器などにも利用され，原子
力関係施設の事故等による人体影響や環境放射能汚染な
ど様々な問題も生じている。本講義では，放射能・放射線に
関する科学的な理解を深めるために，周期律の中での放射
性元素，放射線の歴史，種類，利用，リスク評価などの教育
を提供する。

山本　政儀（元金沢大学 環日本海域環境研究
センター教授）
古館　英樹（理工研究域物質化学系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月31日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 30人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502669号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】太陽・地球・光にまつわる
物理学

太陽は膨大なエネルギーを放射して私たちに恩恵をもたらす
一方で，太陽風や紫外線などの脅威ももたらします。また，
地球に降りそそぐ可視光は単なるエネルギーという側面だけ
でなく，青空や夕焼け，虹などの美しい風景を生み出します。
この講義では先ず太陽活動や地球の防御機構に関わる物
理を紹介し，次に光に関する物理の基礎を概観するととも
に，簡単な観察実験をとおして，虹などの種々の光学現象の
理解を深めてゆきます。

藤竹　正晴（理工研究域数物科学系准教授）
安藤　利得（理工研究域数物科学系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月27日 教諭
中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502670号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】「体育の教育内容と授業
づくり」＆「保健の教育内容と授
業づくり」

「体育の教育内容と授業づくり」では，学習指導要領の体育
分野のポイント，及び体育学習の指導工夫について取り上
げます。
「保健の教育内容と授業づくり」では，学習指導要領の保健
分野，科目保健のポイント，及び保健の学習指導方法の工
夫改善を進める上での留意点等について取り上げます。

岩田　英樹（人間社会研究域人間科学系教授）
中村　有希（北陸大学　経済経営学部助教）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校・高等学
校（保健体育）教

諭
6,000円 50人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502671号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】音楽教師のためのピアノ
実技

任意のピアノソロ作品，または器楽曲，声楽曲の任意のピア
ノ伴奏，中高音楽教科書に掲載されている歌唱教材等のピ
アノ伴奏の実技レッスンをする。

小野　隆太（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502672号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】学校教育における実践的
な歌唱法および歌唱指導法

中学校・高等学校の音楽の教科書で扱われている合唱曲と
独唱曲の教材をとり上げ，その歌唱法と指導法を考察しなが
ら，日本語と外国語の発音の違いなどを学ぶ。

安藤　常光（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月1日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502673号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】音楽科教員のための作編
曲講座

より実践的な音楽理論の理解を深めることを目的とします。
はじめに，既成の教材や講師が編曲した楽曲をつかって，和
声法・対位法の基礎を復習します。その後，歌唱・合唱・合奏
教材などを用いて受講生各自が編曲を試みます。最後に完
成した楽曲は，受講生で演奏発表し，演奏効果の面からも考
察します。編曲の素材は基本的には実際の教材を用いて頂
きますが，校歌の伴奏やクラブ活動のための楽曲などを用
いることも可能です。

浅井　暁子（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月31日 教諭
中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502674号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】モザイクの技法・材料と制
作

中世イタリアを中心としたモザイクについて，講義と実技を行
う。特にビザンティンやそれ以前の壁画，工房制作における
ローマン・モザイクについて，技法史，材料論を中心に講義
する。また，実技では当時の材料や手順に基づいた，モザイ
クの制作を実施する。

大村　雅章（人間社会研究域学校教育系教授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月5日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502675号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】彫刻の技法・表現からみ
るルネサンス

本講習はⅡ部構成である。Ⅰ部では，受講者が日頃実践し
ている彫刻題材について発表し合い，受講者相互で今後の
題材の展望について意見交換を行う。Ⅱ部では，美術史の
中で最も優れた文化を生み出したルネサンスの美術様式に
ついて概説する。ルネサンス美術における技法や表現は，現
代の美術においても継承されている。本講習では主に彫刻
作品の技法と表現に焦点を絞り，ルネサンス美術を概観する
とともに，今日における美術表現の起源について理解を深め
る。

江藤　望（人間社会研究域学校教育系教授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月29日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 10人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502676号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】デザイン教育と映像メディ
ア表現

講習では，美術科教育におけるデザイン教育の役割を考え
ます。また，スウェーデンの美術科教育についての講義，昨
今注目される映像メディア表現の実技を行い，多角的にデザ
イン教育について考えます。実技では，ペンライトの光を使っ
た簡易アニメーション制作を行います。

池上　貴之（人間社会研究域学校教育系准教
授）
鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月21日 教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円 12人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502677号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】ものづくり学習・教育によ
る創造的技能の育成

「ものづくり学習・教育における創造的技能を育成する授業
づくり」を課題に，技術科・芸術科工芸や高等学校専門学科
の現状・課題，Soceity5.0，小・中・高の接続，学習理論，発
想・構想力，イノベーター・マインドセット，などを観点に講義・
演習，作品制作・評価により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 18時間
令和3年7月23日～
令和3年7月25日

教諭

中学校（技術科）
教諭・高等学校
（芸術科工芸）教

諭

18,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502678号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】家庭科のカリキュラム・授
業づくりA

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点や考え
方について，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教
具等を分析したり，討論したりしながら進めていく。思考力や
市民性の育成，問題解決型の学習，ESD・SDGs，消費者市
民教育など，今日的課題を取り上げる。家庭科の可能性とお
もしろさを確認したい。

綿引　伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502679号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】家庭科のカリキュラム：授
業づくりB

「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」（前日）からの継続で，
家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点や考え
方について，講義・討論・演習を行う。授業実践例や教材・教
具等を分析したり，グループまたは個人で授業を構想したり
する。生徒の思考ストーリーに立った授業を考え，構想した
授業について相互に検討し合う。

綿引　伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 20人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502680号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】家庭科の授業づくり：保育
の現状から

本講習の目的は，現在の保育を巡る現状と課題を知り，そう
した現状と課題を踏まえたうえで，受講者が自身の授業を案
出する機会を提供することである。具体的には，まず，保育
を巡る現状と課題について講義をする。その後，保育を巡る
現状と課題に関する集団討論及び家庭科の授業づくりにま
つわる課題と解決に関する集団討論を踏まえ，受講者それ
ぞれの課題とその解決方法を具体化する機会を提供する。

滝口　圭子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円 25人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502681号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】英語の文法の変化とポラ
イトネスについて

本講習は英語の文法を二つの側面から見る。一つめは，英
語の文法の変化である。規範文法では非文であるとされた
が，現在の英語では知識人話者でも使うようになったものが
ある。これらを概観する。また，英語が変化を起こす時に底
に流れるルールをbe bound toという準助動詞とthere存在文
の変化から見てみる。二つめは，英語におけるポライトネス
を男女差を視点にして文法面から考えていく。文法の使い
方，副詞や接続詞の用い方等から男女の話し方の差を考え
る。

家口　美智子（国際基幹教育院外国語教育系
教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月24日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502682号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】「行間を読む」ための英文
読解

文学が最も得意とするのは，何かと何かの「あいだ」にストー
リーを見出すことである。本講習では，19世紀末から20世紀
後半の北米文学作品からいくつかの例を取り上げ，はっきり
と白黒つけられない「あいだ」の物語の重要性と，それを読み
解く技術（すなわち,「行間を読む」方法）について実践的に考
える。

山口　善成（人間社会研究域歴史言語文化学
系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月25日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502683号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

2 / 5 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和3年度(第1回～第2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

金沢大学 【選択】英米都市小説の系譜

文法学習や多読多聴，ディクテーション等の反復により基礎
英語を身につけたのち，学習者が次に目指すことは，ひとつ
に，英語によって築かれた文化に原語で触れることであろう。
本講習では，都市を鍵語としながら，英米の代表的な散文作
品とそこに描かれた主題について考察する。

宮澤　優樹（人間社会研究域歴史言語文化学
系講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月7日 教諭
中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円 50人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502684号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】当事者の視点から探る発
達障害・知的障害の理解と支援

特別支援教育を推進していくためには，その土台として，幼
児児童生徒（当事者）が有する発達上の困難・支援ニーズを
丁寧に傾聴して，それをもとに発達支援を行っていくことが不
可欠である。本講義では，発達障害・知的障害当事者の視
点から，発達障害・知的障害児者の有する困難や支援ニー
ズを捉え，今後の発達支援及び特別支援教育・特別ニーズ
教育のあり方について考察を深める。

田部　絢子（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月17日
教諭

養護教
諭

小・中学校および
特別支援学校教

諭・養護教諭
6,000円 100人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502685号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】通常学級の「気になる子」
の理解と支援

学習障害，自閉症スペクトラム障害，ADHDなどの発達障害
のある子どもや，構音障害や吃音などの言語障害のある子
どもなど，通常学級に在籍する，「気になる子ども」の特性
や，学校生活における困難を概説するとともに，これらの子
どもに対する家庭，在籍学級，通級指導教室などにおける実
態把握と指導・支援について，事例を交えながら，検討する。

吉村　優子（人間社会研究域学校教育系准教
授）

石川県金沢市 6時間 令和3年7月18日
教諭

養護教
諭

特別支援学校教
諭・養護教諭

6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502686号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】学校における救急処置と
危機管理

・学校における救急処置に必要な基本的事項を生理学の視
点から概説する。食物アレルギーの基礎知識と保健室での
保健指導に活用できる生理学の内容を示す。
・学校における危機管理の現状を分析し，その背景に応じた
危機管理，保健指導，関係者との連携のあり方を養護教諭
の専門性の視点から検討する。

森　慶惠（人間社会研究域学校教育系准教授）
杉本　直俊（医薬保健研究域医学系准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月25日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502687号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】健康課題の解決にむけた
養護実践：自校の健康課題への
取組み

学校における健康課題と養護実践について概説し，自校の
健康課題解決に向けた実践計画を立案する。自校の健康課
題の分析をもとに，実践計画「目的，具体的な実践方法（い
つ，だれを対象に，どんなことを行うのか），評価方法」をグ
ループワーク等により検討し，その後，自校の健康課題解決
のための実践計画書として作成する。最終的には，その実践
を実践研究としてまとめられることを目標とする。

森　慶惠（人間社会研究域学校教育系准教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月26日
養護教

諭
養護教諭 6,000円 30人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502688号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】道徳・倫理（いのちの教
育）1

日本におけるDeath Educationの典型実践,金森俊朗先生の
『性の授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れる』
について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解説しま
す。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月31日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

「いのち」の教育
に関心を持つ県

下の教員
6,000円 100人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502689号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】道徳・倫理（いのちの教
育）2

日本におけるDeath Educationの典型実践，金森俊朗先生の
『性の授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れる』
について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解説しま
す。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和3年7月25日

教諭
養護教

諭
栄養教

諭

「いのち」の教育
に関心を持つ県

下の教員
6,000円 20人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502690号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学
【選択】福島第一原発事故と新し
いエネルギー社会

福島第一原発事故はなぜ起きたのか，現在どのような状況
なのか，周辺地域の汚染はどうなっているのか，事故の国民
負担はどの程度の金額になるのかなど，包括的に福島第一
原発事故そのものの解説と自然と社会への影響やその後の
制度改正などを説明する。合わせて，今後を考えるために再
生可能エネルギーに関して国内外の取り組みや課題も説明
する。事故後，これらの問題に関心をお持ちの先生方は多い
と思うが，まとまって基礎的な勉強ができる機会は滅多にな
いと思う。受講して授業に活かしていただけたらと思う。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月22日
教諭

養護教
諭

石川県下の教
諭・養護教諭

6,000円 100人
令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502691号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】幼児の造形・表現活動１

幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」
「やってみたいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との造
形活動や表現活動について，講義と演習（造形活動・表現活
動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月31日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 30人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502693号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

金沢大学 【選択】幼児の造形・表現活動２

幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」
「やってみたいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との造
形活動や表現活動について，講義と演習（造形活動・表現活
動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和3年7月17日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 20人

令和3年4月1日～
令和3年5月6日

令03-
10040-
502694号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp

石川県立大学 【選択】食料生産の現状と課題

以下に示す、４課題を講述する。
①　温暖化の進行による農作物の高温障害について、その
発生機構を解説する。
②　葉菜類の来歴、生態的特性、育種・採種、栽培と作型分
化について解説する。
③　世界の果実生産および日本の果樹事情―現状と課題に
ついて解説する。
④　水稲生産が温暖化により受ける影響を概説し、その対策
としてとり得る栽培学的、育種学的方策を解説する。

福岡　信之（生物資源環境学部附属農場　教
授）
村上　賢治（生物資源環境学部生産科学科　教
授）
高居　恵愛（生物資源環境学部附属農場　准教
授）
塚口　直史（生物資源環境学部生産科学科　准
教授）

石川県野々市
市

6時間 令和3年8月23日 教諭
高等学校　理科・

農業教諭向け
6,000円 20人

令和3年3月16日～
令和3年8月2日

令03-
20032-
502841号

076-227-7407
https://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

石川県立大学 【選択】農業と環境

以下に示す、最新の研究成果を交えた４課題を講述する。
①　陸域におけるマイクロプラスチックの発生と海域への移
行挙動。
②　人口減少時代における自然環境と調和した地域の営み
と防災、グリーンインフラについて。
③　土壌の密度、間隙率など物理的な性質と保水性、透水
性など農業や環境と関わりのある特性について。
④　石川県農業農村の維持発展に向けた農村整備事業の
評価，後継者の現状に関する問題点と解決策。

勝見　尚也（生物資源環境学部環境科学科　講
師）
上野　裕介（生物資源環境学部環境科学科　准
教授）
百瀬　年彦（生物資源環境学部環境科学科　准
教授）
山下　良平（生物資源環境学部環境科学科　准
教授）

石川県野々市
市

6時間 令和3年8月25日 教諭
高等学校　理科・

農業教諭向け
6,000円 20人

令和3年3月16日～
令和3年8月2日

令03-
20032-
502842号

076-227-7407
https://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

石川県立大学 【選択】食の科学

本講習では、抗酸化や血圧降下などを示す食品の機能とそ
の成分、食品の安全を脅かす化学物質に対する食品衛生と
それらの分析手法、および日本古来の伝統食品である発酵
食品などに関する最近の話題を中心に講義を行うとともに、
ELISA法を使用した食品中のアレルギー物質の検査および
測定に関する解説と実験を行う。

榎本　俊樹（生物資源環境学部食品科学科　教
授）
関口　光広（生物資源環境学部食品科学科　講
師）
西本　壮吾（生物資源環境学部食品科学科　准
教授）

石川県野々市
市

6時間 令和3年8月24日 教諭
高等学校　理科・

農業教諭向け
6,000円 20人

令和3年3月16日～
令和3年8月2日

令03-
20032-
502843号

076-227-7407
https://www.ishikawa-
pu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】グローバル時代の教育

　近年の急速なグローバル化に対応した教育のあり方が求
められている中で、本講習では、多様な人々と共に生きる地
球時代に必要な資質・能力をどのように育んでいくかについ
て考えていく。21世紀の人間形成に資する新たな学びとは何
かを基盤に、具体的には「グローバル対話論」「グローバルシ
チズンシップ」「多文化社会における価値教育」を中心に論じ
ていく。

多田　孝志（文学部教授）
小嶋　祐伺郎（文学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501946号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】創作を活用した作品読解
の方法

　読む―書くを連動させた読解の方法を、実践を交えつつ学
ぶ。
　まず、設定された条件で、簡単な筋を創作し、その後、同じ
条件設定の近代文学の作品と比較して、作品の構成や表現
の特色を論理的に説明する。生徒の創作意欲、想像力を刺
激して文学作品に興味を抱かせつつ、作者の意図の理解へ
と導いていく方法論である。

水洞　幸夫（文学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501947号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】北陸から見る日本経済

　日本経済については、通常マクロの視点から日本全体に
ついて論じることが多いが、本講習では北陸からの視点を重
視し、「日本経済から見る北陸」と「北陸から見る日本経済」
をミックスさせ、経済とともに経営の立場からの論点も含めて
総合的な見方を提示する。マクロ経済、労働経済、経営（消
費者サイド）を専門とする3人の教員が分担する。

奥井　めぐみ（経済学部教授）
大野　尚弘（経済学部教授）
根本　博（経済学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月18日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（商業・公民）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501948号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】日本語の文法

　日本語母語話者向けの<国語教育>や日本語非母語話者
向けの<日本語教育>のような教育現場において、<国語／日
本語>の文法がどのような形で取り上げられているかについ
て比較検討し、それぞれの文法概念の違いや接点、問題点
等について考察していく。
　さらに、<日本語学>で行われている<文法研究>が教育現
場に与える影響についても言及してゆく。

寺田　智美（文学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月19日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501949号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】運動と身体の仕組み

　ヒトの運動を支える基礎的な身体構造と機能について、次
の項目に分けて概説する。（１）筋骨格系（人類学からみた解
剖学的特徴）、（２）神経系（反射と随意運動）、（３）呼吸・循
環系（肺機能と心臓機能）、（４）エネルギー代謝とホルモン、
（５）筋力と筋収縮特性、（６）酸素摂取量と全身持久力につ
いて取り上げる。

藤原　勝夫（人間健康学部教授）
外山　寛（人間健康学部教授）
清田　直恵（人間健康学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月19日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円 40人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501950号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/
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受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和3年度(第1回～第2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

金沢学院大学
【選択】古文・漢文相互の有機的
連関を目指して　－和漢比較の
観点を取り入れた古典の授業－

　中高の古典教育において、古文と漢文はそれぞれに独立
で互いに連関し合っていない傾向にあるのではないか。本講
習では、二つの科目をそれぞれ結びつけることで、学習者が
より効果的に我が国の伝統的な文化を学習していく方途を探
りたい。和漢比較文学研究の知見を取り入れつつ、古文と漢
文との連関を意識した教材及び授業のあり方について考究
する。

井内　健太（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校・高等学
校教諭（国語）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501951号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】歴史授業教材としての実
物史資料活用法の探究

　高校地歴科・中学社会科の授業においても求められること
になった「主体的・対話的で深い学び」を実践する上におい
て、実物史資料はその好適な教材となり得るように思われ
る。
　本講習ではこのような観点に基づき、まず古文書・古地図・
古銭などの実物史資料にも実際に触れてもらいながらその
特性に対する理解を深め、さらに主として歴史の授業におけ
る活用法や展開例、あるいは方法論、指導上の留意点など
について考究していく。

石崎　建治（文学部教授）
本多　俊彦（文学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501952号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】Excelやプログラミングを
用いた経済データの分析法

　経済関係のニュース等で頻繁に取り上げられる、国内総生
産、消費者物価指数、失業率、株価指数、公示土地価格な
どのデータを一般に公開されているウェブサイトから入手し、
戦後どのように日本経済が変化してきたかをExcelやR言語
を用いて分析する手法を紹介する。

石川　温（経済情報学部教授）
藤本　祥二（経済情報学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 教諭
高等学校教諭
（情報・公民）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501953号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】スポーツ指導とハラスメン
ト

　保健体育科の授業においても運動部活動の場において
も、生徒と教員という非対称な関係性は、ときに体罰やハラ
スメントを引き起こす。体罰が学校教育法のなかで許されて
いないのは当然のことであるが、その一方でハラスメントと教
育的指導の境界線は曖昧である。
　本講習では、様々な事例を取りあげながら、どのようなス
ポーツ指導が法的・倫理的にハラスメントとみなされるのかを
解説する。すなわち、スポーツ指導に際して、指導者がハラ
スメント防止の観点で留意しなければならない点を学ぶ。

野寺　巧寛（人間健康学部助教） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日
教諭

養護教
諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円 40人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501954号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学

【選択】ワークショップ：演劇を活
用する国語科の授業　－「演劇的
手法」と「演劇的活動」の両面か
ら－

　まず「演劇的手法」と「演劇的活動」について学んでいただ
き、その後でこれらを導入した授業のワークショップを体験し
ていただきます。いわゆる「アクティブ・ラーニング」あるいは
「主体的・対話的で深い学び」への応用に関する知見を身に
付けていただきたいと思います。
　なお、本講座は小学校の先生のご参加も歓迎します。ま
た、当日は寝転がるなどの活動が考えられますので、動きや
すく、汚れても差し支えない服装でご参加ください。体育館履
きまたはそれに類する清潔な上履きのご持参もお願いしま
す。

浅田　孝紀（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月23日 教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校

教諭（国語）
6,000円 30人

令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501955号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】はじめての英語コーパス

　ウェブ上で使用可能な代表的汎用コーパスであるBNC-
webを授業準備等に援用する方法や、学習者コーパスの活
用法を学ぶ。利用者登録から始め、語と語の組み合わせに
関する調査などのタスクを通して、基本的なスキルを概観す
る。

坂東　貴夫（基礎教育機構准教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月23日 教諭
中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501956号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】ICT機器の活用 －美術・
デザイン教育への応用－

①グラフィック系アプリケーションを美術教育に導入する方法
について体験する。
②プロジェクターを用いたトリックアートの制作を体験すると
同時に、創造教育への応用について考える。

荒川　昭広（芸術学部教授）
広根　礼子（芸術学部准教授）
吉田　一誠（芸術学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月23日 教諭

中学校・高等学
校教諭（美術）、
高等学校教諭

（情報）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501957号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学

【選択】インクルーシブ教育とは何
か、そして、それを実現する「チー
ム学校」の取組とは？　～チーム
学校で考える通常の学級におけ
る障害のある児童生徒への支援
～

①ユネスコ（1994）が提唱するインクルーシブ教育と日本版イ
ンクルーシブ教育システムの違い。
②通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒の特
性と支援。
③特別な支援を要する児童生徒の対応を実施する「チーム
学校」の概念。
④「人材や予算など限られた資源を有効活用し，教員の意識
改革，地域の力によって，特別な支援を要する児童生徒の
課題に対し，新たな解決法を生み出していく知恵や技術」，
すなわち，マネジメントの概説。
⑤「チーム学校で考える特別な支援を要する児童生徒への
支援」の実践例。

米澤　利明（文学部教授）
藤森　慎一（文学部准教授）
佐囲東　彰（文学部准教授）
木村　昭雄（文学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月24日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円 50人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501958号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】日本経済の現状と課題

　この講義では、幅広く日本経済を取り囲むテーマを取り上
げ、その現状を示した上で日本経済が進むべき道を考えるこ
とを目的としている。具体的には以下のテーマを取り上げる。
　①日本の財政問題
　②日本の社会保障制度
　③地域経済に期待されること　
　④日本経済と環境

奥井　めぐみ（経済学部教授）
加藤　里沙（経済学部講師）
佐藤　淳（経済学部教授）
豊田　欣吾（経済学部教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月24日 教諭
中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（商業・公民）

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501959号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】子どもの学びを支える保
育者の学びの世界　－「コトバ・カ
ラダ・イメージ」を整える－

　乳幼児期の教育の重要性が指摘される中、保育者が環境
構成の一部であり重要な位置を占めることに疑いはない。保
育者の重要性が強調される一方で、保育者自身の成長や力
量に関しては、個人的努力に委ねられる部分も多くある。
　本講座では、保育者個人の成長のための考え方や手立て
について、「コトバ・カラダ・イメージ」を切り口に考えていきた
い。講座を通じて、保育者としての成長の意義や意味の理解
を深め、自身の成長が保育・子どもに還元されることについ
て構造的に理解できるよう参加者と意識を深めていきたい。

奥泉　敦司（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和3年11月13日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 100人

令和3年3月18日～
令和3年10月7日

令03-
30306-
501960号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】教育場面における心理学
の実践

　教育場面において応用・活用できる心理学の知見について
講義する。
　前半は、認知学習心理学の視点から講義を行い、学習者
の注意の配分などに基づいて、授業の進め方や構成を検討
する。後半は、社会心理学の観点から講義を行い、集団場
面における人間の行動の特徴に基づいて、授業の進め方や
構成を検討する。

中﨑　崇志（文学部教授）
室橋　弘人（文学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月25日 教諭
小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円 40人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501961号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】五感にうったえる美術教
育の工夫と研究

　石川県は工芸王国と称される。工芸の根幹に位置するもの
は技術力と意匠力であるが、それには五感を働かせることが
不可欠と言えよう。
　本講座では、陶芸と漆芸を主軸としたワークショップを実施
すると共に、実際にろくろを用いて器物を制作する。併せて
金箔、顔料を含む工芸素材の学習も行う。受講者が自ら体
験することで、五感の刺激につながる学習・教育を考える。

市島　桜魚（芸術学部教授）
羽場　文彦（芸術学部准教授）
村谷　聡志（芸術学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月25日 教諭
中学校教諭（美

術）、高等学校教
諭（美術・工芸）

8,000円 10人
令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501962号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学 【選択】柔道の教授法

　柔道実技指導における様々な問題点や疑問にたいして現
実的な面からアドバイスし講義を行う。また、経験の浅い指
導者でも安全かつ効果的な指導が出来るように配慮し、その
方法を講義する。武道が必修となっていることを踏まえ、学
校教育の現場において柔道の役割を理解させるためのアド
バイスを講義する。

渡辺　直勇（人間健康学部教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月26日 教諭
中学校・高等学
校教諭（保健体

育）
6,500円 10人

令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501963号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】子どもの学びを支える保
育者の学びの世界　－「コトバ・カ
ラダ・イメージ」を整える－

　乳幼児期の教育の重要性が指摘される中、保育者が環境
構成の一部であり重要な位置を占めることに疑いはない。保
育者の重要性が強調される一方で、保育者自身の成長や力
量に関しては、個人的努力に委ねられる部分も多くある。
　本講座では、保育者個人の成長のための考え方や手立て
について、「コトバ・カラダ・イメージ」を切り口に考えていきた
い。講座を通じて、保育者としての成長の意義や意味の理解
を深め、自身の成長が保育・子どもに還元されることについ
て構造的に理解できるよう参加者と意識を深めていきたい。

奥泉　敦司（文学部講師） 石川県金沢市 6時間 令和3年8月25日 教諭
幼稚園教諭・保

育教諭
6,000円 100人

令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
30306-
501964号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢学院大学
【選択】ICTを活用したアクティブ
ラーニング

以下の内容について体験をとおして理解する。
①VR技術の授業への応用
②教材動画の撮影と配信を授業で活用
③屋外と教室をICTで繋いだライブ授業

飯田　栄治（芸術学部教授）
越田　久文（芸術学部准教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年12月25日 教諭

高等学校教諭
（情報）、ICT教育
に関心のある教

諭

6,000円 20人
令和3年3月18日～
令和3年10月7日

令03-
30306-
501965号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/

金沢工業大学
【選択】探究的な学びを実現する
PBLの実践法とその評価法

PBL（Project-based Learning）は、新学習指導要領で求めら
れている探究を実現するための有効な手段である。このPBL
とそれに適した評価法であるルーブリックについて、その理
論的背景と教育における意義を概説した上で、学校現場へ
の適用を考慮して、実際のPBL授業とルーブリック作成を体
験する。さらに、教育実践への適用の可能性を受講者ととも
に検討する。

木村　竜也（基礎教育部准教授）
石川県野々市
市

6時間 令和3年7月17日 教諭
小学校、中学校、
及び高等学校の

教諭
6,000円 20人

令和3年5月17日～
令和3年6月18日

令03-
30307-
500061号

076-294-6402
(内線： 2472)

http://www.kanazawa-
it.ac.jp/

4 / 5 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

令和3年度(第1回～第2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

金沢工業大学
【選択】幼保・小・中・高の発達の
段階に即したキャリア教育

キャリア教育の理念とその意義や具体的指導方法、及び発
達の段階に即した資質・能力育成の重要性について解説す
る。また、学習指導要領改訂に伴うキャリア教育の位置付け
と重点化の意義についての理解を深め、実践事例をもとに配
慮事項やカリキュラム・マネジメントの方法等を演習を通して
習得する。

白木　みどり（基礎教育部教授）
石川県野々市
市

6時間 令和3年8月6日
教諭

養護教
諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校、認定こども園
（幼稚園型、幼保
連携型）の教諭、

養護教諭

6,000円 30人
令和3年5月17日～
令和3年6月18日

令03-
30307-
500062号

076-294-6402
(内線： 2472)

http://www.kanazawa-
it.ac.jp/

金沢星稜大学
【選択】教科指導・学級経営に生
かす体験活動

体験活動の教育的意義や学習指導要領との関わりを理解
し、その指導法や安全管理等について知ることで、教科指導
に生きる体験活動のあり方について学びます。また、演習
（グループ活動、野外活動等）を多く交えて体験的・実践的に
学び、子供の目線で振り返ることにより、体験活動を学級経
営に生かす知識や技能を身に付けることを目指します。

井上　好人（人間科学部教授）
池田　幸應（人間科学部教授）
芥川　元喜（人間科学部准教授）

石川県羽咋市 18時間
令和3年8月27日～
令和3年8月29日

教諭
小学校教諭、中

学校教諭
19,070円 36人

令和3年3月16日～
令和3年7月31日

令03-
30308-
502481号

076-253-3869
http://www.seiryo-
u.ac.jp/u/

北陸学院大学 【選択】楽しく学ぶ生活科・理科

生活科：活動や体験を楽しみながら自ら学ぶ生活科の授業
について体験を通して考える。
理科：理科嫌いをなくし主体的学習を具体化する指導法につ
いて体験を通して考える。

戸田　教一（教職相談支援室担当）
福江　厚啓（人間総合学部子ども教育学科講
師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月2日 教諭 小学校教諭 7,000円 15人
令和3年2月19日～
令和3年5月31日

令03-
30311-
500107号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

北陸学院大学 【選択】子どもの食事と健康

近年、私たちの食生活の乱れは目に余る問題であり、各世
代における食育の重要性、必要性が強調されている。とりわ
け小児期の適切な食生活の営みや乳幼児期の食事は、身
体の健康増進だけでなく「こころ」の適切な育ちを導く。この
観点に立って、幼稚園や小学校における子どもの適切な食
生活のあり方について、講義と実習を行いながら子どもの食
生活について考察する。

新澤　祥恵（短期大学部食物栄養学科教授）
田中　弘美（短期大学部食物栄養学科准教授）
三田　陽子（短期大学部食物栄養学科講師）
俵　万里子（短期大学部食物栄養学科講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月3日 教諭
幼稚園教諭、小

学校教諭
7,000円 40人

令和3年2月19日～
令和3年5月31日

令03-
30311-
500108号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

北陸学院大学 【選択】グローバル時代の教育

英語コミュニケーション：英語コミュニケーションのための英語
音声学の基礎を講義や演習によって身に付ける。
多文化共生論：多文化化が進展する日本における教育につ
いてグローバライゼーションの観点から考える。

宮浦　国江（人間総合学部子ども教育学科教
授）
俵　希實（人間総合学部社会学科教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月4日 教諭
小学校教諭、中
学校教諭（英語）

6,000円 15人
令和3年2月19日～
令和3年5月31日

令03-
30311-
500109号

076-280-3850
https://www.hokurikuga
kuin.ac.jp/univ/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

幼稚園での遊びの様子や小学校の生活科の単元学習の様
子を例にあげながら、活動体験を中核に据えた様々な学び
をどのように構想し、援助していくか、さらに振り返りの場をど
のように設定するかなどについて具体的に学びます。なお、
この講義は、一方的に聴くスタイルではなく、受講者の参加
型を基本とします。

松本　謙一（富山大学　名誉教授） 石川県金沢市 6時間 令和3年7月17日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 80人
令和3年4月1日～
令和3年5月8日

令03-
80011-
503016号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択】幼稚園教育内容を深める

本講習では、まず発達障害に関するシミュレーションを通して
発達障害のある子どもの気持ちを体験する。そのうえで、
ADHD、LD、ASDの各障害の特徴やそのような幼児に対する
保育者の関わり方について、解説を加える。なお講習にあ
たっては、事例を多く紹介し、あわせてグループで事例を検
討するような時間も設けたい。

武居　渡（金沢大学　人間社会研究域学校教育
系教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月21日 教諭 幼稚園教諭向け 8,000円 80人
令和3年4月1日～
令和3年5月8日

令03-
80011-
503017号

03-3237-1957 https://youchien.com/

公益社団法人日
本地震学会

【選択】ジオパークで学ぶ自然災
害

公益社団法人日本地震学会では，全国各地で更新講習を開
設しています。詳細は学会Webページをご覧ください。
本講習では白山手取川ジオパークを題材とし、そのジオサイ
トなどを巡検形式で訪ねながら、大地の成り立ち（活断層が
作る地形的特徴、扇状地や河岸段丘の形成など）とそこに含
まれる自然災害（地震、洪水、津波など）の要因、過去の災
害事例や防災について解説し、ジオパークを活用した理科教
育、地理教育、防災教育について考えます。なお、受講は
(社)日本地震学会会員を優先し，会員の受講料は割引価格
を適用します。

平松　良浩（金沢大学　理工研究域地球社会基
盤学系教授）
青木　賢人（金沢大学　人間社会研究域人間科
学系准教授）

石川県白山市 6時間 令和3年8月21日 教諭

ジオパークや防
災に関心のある
教諭（校種，教科

を問わず）

7,000円 10人
令和3年3月16日～
令和3年6月11日

令03-
80017-
502498号

03-5803-9570 https://www.zisin.jp/

公益財団法人日
本レクリエーショ
ン協会

【選択】教育現場に活かす「レクリ
エーション」の体験学習

レクリエーション活動は単に楽しいだけでなく、意図的・計画
的に活用することで、教師と子どもたち、子ども同士のコミュ
ニケーションを深め、良い関係を築くことができます。
そして、子どもたちが集団における様々なレクリエーション活
動に自主的、実践的に取り組むことで、互いの良さや可能性
に気づき、良好な集団へと導くことができます。
本講習では、学校・幼稚園の様々な場面で活用できる多様
なレクリエーション活動の体験を通し、教育現場で活かすた
めのレクリエーション支援の理論と手法を学びます。

下川　紀美子（金城大学　非常勤講師）
松下　裕子（金城短期大学　非常勤講師）
田邊　圭子（北陸学院大学　人間総合学部　子
ども教育学科　教授）

石川県金沢市 12時間
令和3年8月18日～
令和3年8月19日

教諭
主に幼稚園・小学
校・中学校教諭

向け
12,000円 50人

令和3年2月16日～
令和3年6月30日

令03-
80021-
500309号

03-3834-1093
https://www.recreation
.or.jp/

公益財団法人日
本レクリエーショ
ン協会

【選択】遊びが運動になる、運動
が遊びになるレクリエーション活
動の体験学習

外遊びや集団で体を動かして遊ぶことは、社会性の基礎や
知性を身に付けられるほか、成功体験を積み重ねることに
よって意欲が引き出され、体力や運動能力の向上に大きな
効果をもたらします。
本講習は、運動する子とそうでない子の二極化が指摘される
中、運動が苦手な子も体を動かす楽しさが味わえる運動遊
びや、仲間と協力しながら課題に挑戦する集団遊びなど、
“遊びが運動になる、運動が遊びになるレクリエーション活
動”を体験し、体育の授業や外遊びなどでの活用方法を学び
ます。

下川　紀美子（金城大学　非常勤講師）
松下　裕子（金城短期大学　非常勤講師）
田邊　圭子（北陸学院大学　人間総合学部　子
ども教育学科　教授）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月20日 教諭
主に幼稚園・小学
校・中学校教諭

向け
6,000円 50人

令和3年2月16日～
令和3年6月30日

令03-
80021-
500310号

03-3834-1093
https://www.recreation
.or.jp/

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【選択】これからの学校の食育
「チームで取り組む食育のPDCA」

　近年、子供の食をめぐり発達・発育の重要な時期にありな
がら問題は多様化・深刻化し、生涯にわたる健康への影響
が懸念されている。学校においては、複雑・困難化した課題
に向き合うため「チーム」として学校運営に参画することが求
められている。
　本講座では、全教職員がそれぞれの専門性を生かし「チー
ム」として学校の食育を推進させることを目的に、食育の
PDCAや食に関する最新のトピックス、県内の食育の実態に
ついての解説をする。また食育評価やデータの集計方法の
演習を行う。

川村　美笑子（金沢学院大学人間健康学部教
授）
安嶋　まなみ（金沢学院短期大学食物栄養学科
准教授）
徳永　美希（金沢学院大学人間健康学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和3年8月23日
教諭

栄養教
諭

中学校・高等学
校教諭（家庭）、

栄養教諭
6,000円 10人

令和3年3月18日～
令和3年5月18日

令03-
90006-
501925号

076-229-8820
https://www.kanazawa-
gu.ac.jp/
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