
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

金沢大学
【選択必修】様々な問題に対する
組織的対応の必要性及び学校
における危機管理上の課題

様々な問題に対する組織
的対応の必要性
学校における危機管理上
の課題

時代の変化に伴い変遷する教育改革の動向を踏まえ,学校
内外における連携や協働,組織的対応について検討する。
及び,学校内外での活動を進める上で教師に求められる安
全管理能力を高めるために,学校安全政策の動向を理解す
るとともに，具体的な事故事例（判例）を検討し,学校生活全
般での安全環境の構築につながる要点を学ぶ。

鈴木　瞬（人間社会研究域学校教育系准教授）
土屋　明広（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2年8月18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 100人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301522号

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

金沢大学
【選択必修】教育相談（いじめ・不
登校への対応を含む。）の課題Ａ

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

前半では，児童期前半の子どもの学習の問題について，
ワーキングメモリとメタ認知に焦点を当て，その発達を把握
するとともに対応のあり方についても学ぶ。
後半では，いじめ及び不登校に対する国や行政の取組と，
いじめ及び不登校に関わる児童生徒の心理とその対応を
学ぶ。また，教育相談における個別的・組織的対応につい
て，臨床心理学の理論を交えて学ぶ。

浅川　淳司（人間社会研究域学校教育系准教
授）
原田　克巳（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2年8月18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 200人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301523号

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

金沢大学
【選択必修】進路指導及びキャリ
ア教育の課題

進路指導及びキャリア教
育

本講習では,学校における進路指導及びキャリア教育の歩
みと現状について考察するとともに,現代の子どもや若者の
生き方,働き方にかかわる問題に教師がどのように向き合
い,取り組むかについて,その課題や方法を検討する。

澤田　忠幸（石川県立大学　教養教育センター
教授）
鳥居　和代（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2年8月18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 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301524号

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

金沢大学
【選択必修】活用・探究を重視し
た授業・カリキュラムづくり

育成を目指す資質及び
能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

この講習では,子どもを取り巻く社会情勢の変化や新学習
指導要領等を見据え,育むべき資質・能力について考え,
日々の授業・教育活動の中で「活用」「探究」を重視した小・
中・高等学校の授業実践・カリキュラムづくりにどのように
取り組むかについて,具体的に検討を行う。

加藤　隆弘（人間社会研究域学校教育系准教
授）
松田　淑子（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2年8月18日
小学校
中学校

高等学校

小・中・高等学校
教諭

現職であることが
望ましい

6,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301525号

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

金沢大学
【選択必修】学校、家庭並びに地
域の連携及び協働の課題

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

 学校・家庭・地域が一体となって教育を行うことが求められ
ている。そのために必要となるものがチームとしての学校
の在り方である。本講習では,まず,地域などと連携していく
ことの意義を取り上げ,次いで「チーム学校」について,学校
内に留まらず,関係機関との連携調整を通して,時には子ど
もの代弁者として学校と対立することもあるスクールソー
シャルワーク実践の難しさと本質を理解し,より有機的に
「チーム学校」を機能させる糸口について学ぶ。

木村　竜也（金沢工業大学　基礎教育部教職
課程准教授）
竹中　祐二（北陸学院大学　人間総合学部准
教授）

石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 令和2年8月18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 40人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301526号

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

金沢大学
【選択必修】教育相談（いじめ・不
登校への対応を含む。）の課題
Ｂ

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

午前中の２コマの講義では，いじめ予防プログラムを理論
編と実践編に分けて学ぶ。実践編においてはいじめ予防プ
ログラムの様々な方法を体験的に学ぶ。午後の2コマの講
義では，教育相談や学級運営など学校現場において有効
なカウンセリングの方法と実践について理論と体験的な
ワークを通して学ぶ。

松下　健（北陸学院大学　人間総合学部准教
授）
齊藤　英俊（北陸学院大学　人間総合学部講
師）

石川県輪島市 6時間 令和2年8月21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
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301527号

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

金沢大学 【選択必修】道徳教育の課題 道徳教育

「特別の教科　道徳」が小学校で平成30年度から，中学校
で平成31年度から完全実施された。これからの社会におい
て育成すべき資質・能力と道徳教育の関係や具体的に「考
え，議論する道徳」においてどのような力をつけていくかを
確認する。また，資質能力育成の視点を重視した授業づく
りのための教材分析，発問構成，評価等，特別の教科道徳
の実践における課題とその対応策について，演習を通して
概説する。道徳教育において幼児に対して求められること
や高等学校において各科目と連携した指導実践について，
あわせて確認する。

東風　安生（北陸大学　経済経営学部教授）
白木　みどり（金沢工業大学　基礎教育部教職
課程教授）

石川県輪島市 6時間 令和2年8月21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
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301528号

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

金沢大学
【選択必修】新幼稚園教育要領
を読み解く

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

前半では，近年の核家族化，少子化の影響により，幼児教
育施設における子育て支援の必要性とその在り方，具体的
な展開が求められている。特に困難を抱えている家族への
支援方法とソーシャルワーク技法などについて学びを深め
る。後半では，幼稚園教育要領の動向をテーマに，２１世紀
を生きる力の育成と組織的対応のあり方について理解する
ことを目指す。

虹釜　和昭（北陸学院大学　人間総合学部教
授）
村上　知子（金城大学短期大学部　幼児教育
学科講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月23日 幼稚園 特定しない 特定しない 6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年5月7日

令02-
10040-
301529号

076-264-5160
http://m-
koushin.w3.kanazawa-
u.ac.jp
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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2年度(第1回～第2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」

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

主な受講対象者

金沢学院大学
【選択必修】小学校英語と異文化
理解

英語教育

　2020年度の新学習指導要領全面実施を視野に、小学校
英語導入の経緯・意図を踏まえ、児童の学びのあり方、言
語の学ばれ方などを理解するとともに、具体的な活動を体
験しながら受講生個々の授業実践力を培う。同時に、異文
化理解の側面から小学校英語の背景となる知識を概観す
る。
　なお、小中連携の観点から中学校英語科教諭も対象とす
る。

笠間　弘美（文学部教授）
塚﨑　玲子（文学部准教授）
村松　麻里（文学部講師）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月20日
小学校
中学校

特別支援学校

小学校・中学校
教諭（英語）・特
別支援学校教諭

特定しない 6,000円 30人
令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
30306-
301061号

076-229-8803
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢工業大学
【選択必修】道徳教育と特別の教
科道徳～考え議論する道徳授業
について～

道徳教育

「特別の教科　道徳」の設置までの歴史的経緯とその社会
的背景などに言及し、学習指導要領改訂の趣旨と意義に
ついて概説する。また、子どもの発達の段階に即した効果
的な道徳教育の在り方について討議し、演習を通して、考
え、議論する道徳を意図した授業づくりのための配慮事項
や多様な指導方法等について理解を深める。さらに、「社会
に開かれた教育課程」を重視し、道徳科を中核に据えたカ
リキュラム・マネジメントの試案を検討する。

白木　みどり（基礎教育部教授）
石川県野々市
市

6時間 令和2年8月3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
令和2年5月18日～
令和2年6月19日

令02-
30307-
301197号

076-294-6402
(内線： 2472)

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼児教育研究機
構

【選択必修】教育の最新事情

学校を巡る近年の状況の
変化
学習指導要領の改訂の
動向等

「学校を巡る近年の状況の変化」「学習指導要領の改訂の
動向等」について、教員に求められる最近の知識・技能の
習得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
指す。なお、本講習は8月11日開催の必修講習と連続して
行うものです。

安達　譲（大阪教育大学　非常勤講師） 石川県金沢市 6時間 令和2年8月28日 幼稚園 特定しない 特定しない 8,000円 150人
令和2年4月1日～
令和2年5月8日

令02-
80011-
301774号

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

金沢学院大学・
金沢学院短期大
学

【選択必修】乳幼児の発達の連
続性を意識した保育の展開

育成を目指す資質及び
能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善

　前半では、幼稚園教育要領の改訂の動向を踏まえ、育成
したい資質・能力を前提に、乳児期からの継続性の上に幼
児期の教育が成り立つことに関する理解を深める。
　後半では、乳児期を経た幼児たちに対して求められる『主
体的・対話的で深い学び』へ向けた保育実践を構成・実施
していくための知識および考え方の理解を深めていく。

吉田　若葉（金沢学院短期大学　幼児教育学
科教授）
松下　明日香（金沢学院大学　文学部教育学
科助教）

石川県金沢市 6時間 令和2年8月21日 幼稚園
幼稚園教諭、保

育教諭
特定しない 6,000円 100人

令和2年3月19日～
令和2年5月19日

令02-
90006-
301378号

076-229-8803
(内線： 280)

https://www.kanazawa
-gu.ac.jp/
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