
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

筑波大学 【必修】教育の最新事情１

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向　ロ　教員としての
子ども観、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

川口　純（人間系　助教）
館　潤二（中央大学　非常勤講師）
野呂　文行（人間系　教授）
佐藤　有耕（人間系　教授）

インターネット 6時間 令和3年6月19日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100217号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【必修】教育の最新事情２

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向　ロ　教員としての
子ども観、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

川口　純（人間系　助教）
小山　浩（常葉大学　特任准教授）
三盃　亜美（人間系　助教）
外山　美樹（人間系　准教授）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100218号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【必修】教育の最新事情３

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向　ロ　教員としての
子ども観、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

藤井　穂高（人間系　教授）
大野　新（大東文化大学　特任教授）
宮本　昌子（人間系　教授）
菅原　大地（人間系　助教）

インターネット 6時間 令和3年7月17日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年4月16日

令03-
10016-
100219号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

筑波大学 【必修】教育の最新事情４

同時双方向型（オンライン会議方式）の講習。
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びます。
イ　国の教育政策や世界の教育の動向　ロ　教員としての
子ども観、教育観等について省察します。　ハ　子どもの発
達に関する最新の知見（脳科学、心理学、特別支援教育
等）を学び、子どもの変化について理解を深めます。　ニ　子
どもの生活の変化を踏まえた課題について考えます。

藤井　穂高（人間系　教授）
小林　美礼（筑波大学附属中学校　教諭）
小島　道生（人間系　准教授）
藤　桂（人間系　准教授）

インターネット 6時間 令和3年8月17日 6,000円 250人
令和3年3月25日～
令和3年5月28日

令03-
10016-
100220号

029-853-2096
http://www.tsukuba.ac.j
p/community/kyouinko
usyu/

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『幼稚
園』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 600人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100249号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『小学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 700人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100250号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『中学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 400人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100251号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『高等学
校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 400人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100252号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

岐阜大学
【必修】教育の最新事情『特別支
援学校』

教育の最新事情として示されたカリキュラム基準に則して、4
つの細目それぞれに対応した講義を以下のように編成す
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」の講義を開講する。オンデマンド型（ インターネット配
信方式）により実施する。

柳沼　良太（大学院教育学研究科　教授）
長倉　守（大学院教育学研究科　准教授）
吉澤　寬之（大学院教育学研究科　准教授）
平澤　紀子（大学院教育学研究科　教授）
出口　和宏（大学院教育学研究科　特任教授）
原　尚（大学院教育学研究科　特任教授）

インターネット 6時間
令和3年8月1日～
令和3年8月31日

6,000円 100人
令和3年4月2日～
令和3年5月6日

令03-
10045-
100253号

058-293-2135
https://www.gifu-
u.ac.jp/

三重大学

【必修】教育の最新事情１～障が
いのある子どもに対する教育支
援・教育の動向と教員の子ども観
～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。

菊池　紀彦（教育学部教授）
大日方　真史（教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100093号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情２～合理
的配慮と障がいのある子どもに
対する教育支援～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。

菊池　紀彦（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100094号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情３～我が
国の教育課題と教育観について
の省察～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。特に、本講習では、我が
国の教育課題を世界の教育の動きや将来に向けての教育
(Society5.0への対応）から考える。また、教員として教育観
についての省察（ふりかえり）を重視する。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 180人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100095号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情４～脳科
学や心理学の最新知見を、学校
現場でどう活かすか～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。

松浦　直己（教育学部教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 130人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100096号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html
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令和3年度(第1回～第2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

三重大学
【必修】教育の最新事情５～諸外
国の事情～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。

須曽野　仁志（教育学研究科教授）
伊藤　敏子（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 200人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100097号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

三重大学
【必修】教育の最新事情６～教員
として学び続け、教育実践を改善
する～

【オンデマンド型】「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」、
「子どもの生活の変化を踏まえた課題」について、教員に求
められる最新の知識・技能の修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。特に、本講習では、教員
として学び続けることの大切さを重視し、授業や学校での教
育指導等の教育実践をいかに改善するかについて学んでい
く。

須曽野　仁志（教育学研究科教授） インターネット 6時間
令和3年7月16日～
令和3年9月6日

6,000円 180人
令和3年4月2日～
令和3年4月22日

令03-
10052-
100098号

059-231-5520
(内線： 6866)

http://www.mie-
u.ac.jp/certificate/inde
x.html

兵庫教育大学
【必修】学校づくりに活かす教育
の最新事情 －学校知の再構成
－(１)〈ＶＯＤ配信〉

受講者における教育実践に寄与し，学校知の再構成を促す
ため，学校における現実的問題・課題の具体例について，
「国の教育政策や世界の教育動向」「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。）」及び「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
の各事項の意義・重要性とその最新事情について講述し，
認識を深める。（小学校及び中学校教諭を主な対象者とす
る。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
山本　真也（大学院学校教育研究科助教）
山中　一英（大学院学校教育研究科教授）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（大学院学校教育研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100131号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【必修】学校づくりに活かす教育
の最新事情 －学校知の再構成
－(２)〈ＶＯＤ配信〉

受講者における教育実践に寄与し，学校知の再構成を促す
ため，学校における現実的問題・課題の具体例について，
「国の教育政策や世界の教育動向」「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。）」及び「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
の各事項の意義・重要性とその最新事情について講述し，
認識を深める。（小学校及び中学校教諭を主な対象者とす
る。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
山本　真也（大学院学校教育研究科助教）
山中　一英（大学院学校教育研究科教授）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（大学院学校教育研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100132号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【必修】学校づくりに活かす教育
の最新事情 －学校知の再構成
－(３)〈ＶＯＤ配信〉

受講者における教育実践に寄与し，学校知の再構成を促す
ため，学校における現実的問題・課題の具体例について，
「国の教育政策や世界の教育動向」「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。）」及び「子どもの生活の変化を踏まえた課題」
の各事項の意義・重要性とその最新事情について講述し，
認識を深める。（小学校及び中学校教諭を主な対象者とす
る。）「オンデマンド型」

日渡　円（大学院学校教育研究科教授）
大関　達也（大学院学校教育研究科教授）
坂口　真康（大学院学校教育研究科講師）
安藤　福光（大学院学校教育研究科准教授）
山本　真也（大学院学校教育研究科助教）
山中　一英（大学院学校教育研究科教授）
押田　貴久（大学院学校教育研究科准教授）
宇野　宏幸（大学院学校教育研究科教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 180人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100133号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

兵庫教育大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題（幼稚園教諭免許保持
者対象）〈ＶＯＤ配信〉

幼稚園教諭免許保持者を対象とし，「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」につい
て，国内外の動向を踏まえながら，今日求められている園や
教員が果たすべき役割について講習を行う。「オンデマンド
型」

鈴木　正敏（大学院学校教育研究科准教授）
小川　修史（大学院学校教育研究科准教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月30日

6,000円 80人

令和3年4月6日～
令和3年5月5日

(備考　４月６日～４月８
日は，卒業生・修了生

等優先受付期間)

令03-
10060-
100134号

0795-44-2360
https://www.hyogo-
u.ac.jp/

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年7月3日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100173号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年8月7日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100174号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp

鳴門教育大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情の４つの柱である「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」を専門領域に近い講師を配置
し、実践的・専門的な内容を提供するとともに、受講者の教
育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかける講習をオンデマ
ンド型にて実施する。

石坂　広樹（大学院学校教育研究科准教授），
石村　雅雄（大学院学校教育研究科准教授），
大林　正史（大学院学校教育研究科准教授），
木下　光二（大学院学校教育研究科教授），塩
路　晶子（大学院学校教育研究科准教授），芝
山　明義（大学院学校教育研究科准教授），木
村　直子（大学院学校教育研究科准教授），高
橋　眞琴（大学院学校教育研究科教授），高原
光恵（大学院学校教育研究科准教授），田中
淳一（大学院学校教育研究科教授），浜崎　隆
司（大学院学校教育研究科教授），皆川　直凡
（大学院学校教育研究科教授），内田　香奈子
（大学院学校教育研究科准教授），末内　佳代
（大学院学校教育研究科教授），田村　隆宏（大
学院学校教育研究科教授），古川　洋和（大学
院学校教育研究科講師）

インターネット 6時間 令和3年10月23日 6,000円 120人
令和3年4月2日～
令和3年4月15日

令03-
10072-
100175号

088-687-6127
https://www.naruto-
u.ac.jp
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令和3年度(第1回～第2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

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。なお，講義は受講
期間中であればいつでも視聴できるオンデマンド型で実施
する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月21日～
令和3年8月19日

6,000円 400人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100144号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

愛媛大学 【必修】教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，国内だけで
なく海外の動向も踏まえて客観的かつ具体的に理解すると
ともに，教員としての使命，役割等を改めて考察する。また，
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育を
含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的な
指導の課題及び対処方法を様々な事例の学習を通して理
解するとともに，自己の実践を省察する。なお，講義は受講
期間中であればいつでも視聴できるオンデマンド型で実施
する。

白松　賢（大学院教育学研究科教授）
太田　佳光（教育学部特命教授）
橋本　巌（大学院教育学研究科教授）
富田　英司（教育学部准教授）
相模　健人（教育学部准教授）
髙橋　平德（教育・学生支援機構准教授）

インターネット 6時間
令和3年11月2日～
令和3年12月2日

6,000円 100人
令和3年4月9日～
令和3年5月6日

令03-
10074-
100145号

089-927-8103
https://www.ehime-
u.ac.jp/

東北福祉大学
【必修】子どもを取りまく教育の今
日的課題

近年、社会は急激に変化をしている。それに伴い、教育施策
もめまぐるしく変わり、学校教育や教員に求められる役割や
資質能力も変化を遂げている。
本講習では、わが国の教育施策の概略・動向および世界の
教育の動向を理解する。また、時代の変化とともに、学校教
育や教員に求められる役割と期待について理解を深める。
さらに、教職についての省察および子どもの変化についての
理解を中心として、教育に関する最新の事情について学習
する。
◆テキスト代込み。詳しくは本学HPまで。

寺下　明（教育学部教授）
三浦　和美（教育学部教授）
熊谷　和彦（教育学部教授）

通信教育 6時間
令和3年4月1日～
令和3年11月30日

6,000円 600人
令和3年2月16日～
令和3年7月31日

令03-
30045-
100055号

022-233-2211 https://www.tfu.ac.jp/

作新学院大学
【必修】学校と子どもをめぐる教
育の最新事情と発達の保障・支
援の方法

教育・保育政策の現状、教育の最新動向、そして最新の学
習指導要領や幼稚園教育要領の内容を踏まえて、幼・小・
中・高・特支の各学校種における授業のあり方などを概説す
る。続いて、近年とみにその必要性が指摘されてきている教
育相談と特別支援教育についても、統計資料を踏まえて概
説する。さらに、生徒指導上の留意点や子どもへの向き合
い方について、理論的・実践的に考えていくようにする。本
講習はインターネットを用いた講習となり、講義はオンデマ
ンド型、質問への回答は同時双方向型で行う。講義は8/6の
み、質問への回答は同時双方向型で当日行い、8/6～8/16
は試験期間とする。

西谷　健次（人間文化学部教授）
川原　健太郎（人間文化学部准教授）
野村　勝彦（人間文化学部特任教授）
山本　詩織（作新学院大学女子短期大学部幼
児教育科講師）

インターネット 6時間
令和3年8月6日～
令和3年8月16日

6,000円 80人
令和3年5月1日～
令和3年5月31日

令03-
30069-
100271号

028-670-3642
(内線： 2041)

http://www.sakushin-
u.ac.jp

女子栄養大学 【必修】教育の最新事情

わが国の教育政策と各国の教職に関する最新の情報に基
づく講義を通して教職について省察する。次に子どもの発達
に関する最新の知見を講義し、特別支援教育の新たな課題
についても視野を広げる。さらに急激に変化している子ども
の生活の現状をふまえた課題について講義し、生徒指導の
あり方等について考察する。（本講習は、動画を視聴するオ
ンデマンド型で実施する。）

木村　浩則（文京学院大学　教授）
田中　みどり（栄養学部　教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学教職大学院　准教
授）

インターネット 6時間
令和3年7月23日～
令和3年8月6日

6,000円 200人
令和3年3月16日～
令和3年6月30日

令03-
30092-
100088号

049-284-3291
(内線： 3655)

https://www.eiyo.ac.jp/

人間総合科学大
学

【必修】心身健康科学教育～人・
生命を支えるこころ・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。
「オンデマンド型」

小岩　信義（人間科学部心身健康科学科学科
長）
萩原　豪人（人間科学部准教授）
青木　清（名誉教授）
赤坂　雅裕（文教大学　国際学部教授）

インターネット 7時間
令和3年4月1日～
令和3年11月28日

8,000円 350人
令和3年2月16日～
令和3年8月31日

令03-
30104-
100003号

048-749-6111
https://www.human.ac.j
p/

文教大学 【必修】教育の最新事情

オンデマンド方式で実施する。
本学は、平成21（2009）年度から教員免許状更新講習を開
始し、多くの成果を挙げることができた。この実績を踏まえ
て、必修領域を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、の4領域で構成し実施する。なお、修了認定
試験は、筆記による総合的な問題を登録住所へ郵送し、そ
れに対する解答を記述した答案用紙を郵送により提出する
方式によって実施する。

手嶋　將博（教育学部教授）
太郎良　信（教育学部教授）
会沢　信彦（教育学部教授）
葉養　正明（元教育学部教授）
加藤　理（教育学部教授）
谷口　清（元人間科学部教授）
桑原　千明（教育学部講師）
小野里　美帆（教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月16日～
令和3年8月30日

6,000円 120人
令和3年4月19日～
令和3年4月26日

令03-
30105-
100260号

048-974-8811
(内線： 1812)

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

神田外語大学
【必修】現場で役立つ教育の最新
事情

【同時双方向型（テレビ会議方式）】本講習は、近年の学校
を取り巻く社会変化のニーズに合致した演題として、21世紀
型学力やアクティブ・ラーニングなどを含む新学習指導要領
と世界の教育の動向、教師の専門性と倫理観の再認識、軽
度発達障害の理解、学校における心理教育の導入など、を
取り上げてまいります。

村瀬　公胤（一般社団法人麻布教育研究所　所
長）
池田　政宣（外国語学部　特任教授）
北島　善夫（千葉大学　教育学部　教授）
武田　明典（外国語学部　教授）

インターネット 6時間 令和3年8月24日 7,000円 35人
令和3年5月6日～
令和3年5月12日

令03-
30115-
100222号

043-273-1320
https://www.kandagaig
o.ac.jp/kuis/

聖徳大学
【必修】教育の最新事情（通信Ａ
クラス）

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」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）
河村　久（大学院教職研究科教授）
鈴木　由美（児童学部教授）

通信教育 6時間
令和3年6月1日～
令和3年8月15日

6,000円 50人

令和3年3月4日～
令和3年4月9日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１9日～4月9日」)

令03-
30122-
100069号

047-365-1111
(内線： 3047)

https://www.seitoku.jp
/tk/

聖徳大学
【必修】教育の最新事情（通信B
クラス）

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」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。

奥村　典子（児童学部教授）
河村　久（大学院教職研究科教授）
岡田　耕一（短期大学部保育科教授）

通信教育 6時間
令和3年6月1日～
令和3年8月15日

6,000円 65人

令和3年3月4日～
令和3年4月9日

(備考　「卒業生先行募
集期間：３月４日～３月
８日、一般募集期間：３

月１9日～4月9日」)

令03-
30122-
100070号

047-365-1111
(内線： 3047)

https://www.seitoku.jp
/tk/

放送大学 【必修】教育の最新事情

学校教育の現代的課題および子どもの発達状況に関する
教育学・心理学の最新の知見を具体的実践例を示しつつ解
説し、教員が現実に直面する教育課題についての理解を深
め、教育実践力の向上に資することを目的とする。近年の
教育動向と学校の現代的課題、社会の変化と教師の役割、
学校の組織と教育活動、子どもの心理的発達と脳科学、子
どもの生活の変化と問題行動の理解、子どもの発達障害と
特別支援教育について解説する。

住田　正樹（名誉教授）
秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
田中　統治（教養学部特任教授）
佐古　秀一（鳴門教育大学　理事・副学長）
森口　佑介（京都大学　大学院准教授）
熊谷　恵子（筑波大学　教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和3年7月15日～
令和3年8月10日

6,000円 30,000人
令和3年4月9日～
令和3年5月12日

令03-
30138-
100162号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/

放送大学 【必修】教育の最新事情

学校教育の現代的課題および子どもの発達状況に関する
教育学・心理学の最新の知見を具体的実践例を示しつつ解
説し、教員が現実に直面する教育課題についての理解を深
め、教育実践力の向上に資することを目的とする。近年の
教育動向と学校の現代的課題、社会の変化と教師の役割、
学校の組織と教育活動、子どもの心理的発達と脳科学、子
どもの生活の変化と問題行動の理解、子どもの発達障害と
特別支援教育について解説する。

住田　正樹（名誉教授）
秋田　喜代美（東京大学　大学院教授）
田中　統治（教養学部特任教授）
佐古　秀一（鳴門教育大学　理事・副学長）
森口　佑介（京都大学　大学院准教授）
熊谷　恵子（筑波大学　教授）
伊藤　美奈子（奈良女子大学　教授）
遠藤　利彦（東京大学　大学院教授）

放送（インター
ネット視聴可）

6時間
令和4年2月1日～
令和4年2月18日

6,000円 30,000人
令和3年10月22日～
令和3年11月17日

令03-
30138-
100163号

043-276-5111 https://www.ouj.ac.jp/
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令和3年度(第1回～第2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

桜美林大学 【必修】教育の最新事情

　オンデマンド型で実施する。
　国の教育政策や世界の教育の動向を把握し、子ども観・
教育観の変遷を概観し、教員としての子ども観・教育観等に
ついての省察を行う。そして、子どもの発達や特別支援教育
に関する新たな課題を捉えながら、発達障がいのある子ど
もの特性を理解し、どのような支援が必要か考察を深める。
また、子どもの生活の変化を踏まえて、カウンセリングマイ
ンドをベースとした教育相談について触れ、今日的な教育課
題についての理解を深める。なお、「消費者教育」について
は「国の教育政策」で、「心のバリアフリー」については「特別
支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）」で一部言及
している。

田中　暁龍（資格・教職センター教授）
浦田　広朗（大学院大学アドミニストレーション
研究科教授）
高瀬　幸恵（資格・教職センター准教授）
池田　美樹（リベラルアーツ学群准教授）
石黒　康夫（資格・教職センター教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和4年3月31日

9,600円 5,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月30日

令03-
30142-
100002号

042-797-9914
(内線： 3630)

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

共立女子大学

【必修】教職についての省察並び
に子どもの変化、学校の内外に
おける連携協力についての理解
に関する事項

世界の教育の動向と戦後日本の教育政策の移り変わりか
ら、教育の対象としての子どもとは何か、日本の子どもを取
り巻く問題点と学校教師は何をしなければならないのかとい
う点を中心に講義する。
また、子どもへの支援として特別支援教育におけるアセスメ
ントや心理教育とカウンセリングマインドについても講義し、
学校場面における実践についても考えていく。（オンライン同
時双方向型）

西村　史子（国際学部教授）
坂田　成輝（非常勤講師）

インターネット 6時間 令和3年5月8日 6,000円 80人
令和3年3月16日～
令和3年3月31日

令03-
30149-
100099号

03-3237-2195
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/

共立女子大学
【必修】国の教育政策や世界の
教育の動向、子どもの発達に関
する知見

OECD諸国を中心に欧米の教育改革の動向を概観した上
で、幼稚園教育要領における幼児教育・保育制度改革の方
向性を論じる。また、幼稚園教員に求められる子どもの発達
に関する最新の心理学的知見やLDやADHDを含む特別支
援教育に関する新たな課題についても論じる。（オンライン
同時双方向型）

白川　佳子（家政学部教授）
河原　紀子（家政学部教授）
権藤　桂子（家政学部教授）

インターネット 6時間 令和3年5月8日 6,000円 50人
令和3年3月16日～
令和3年3月31日

令03-
30149-
100100号

03-3237-2195
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/

昭和女子大学 【必修】教育の最新事情

「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」「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」について、教員に求
められる知識・態度の習得と、現在の教育動向・課題につい
ての理解の深化を目指す。（オンデマンド型）

友野　清文（総合教育センター教授）
青木　幸子（総合教育センター准教授）
緩利　誠（総合教育センター准教授）

インターネット 6時間
令和3年6月13日～
令和3年6月27日

6,000円 80人

令和3年3月1日～
令和3年4月18日

(備考　1次募集：3月1
日～3月16日、2次募

集：4月7日～4月18日)

令03-
30169-
100004号

03-3411-5117
(内線： 5350)

https://univ.swu.ac.jp/

大東文化大学 【必修】教育の最新事情

教育の最新事情は、3つのテーマで構成する。第一は、「い
じめ」をめぐる教育学界の言説の紹介、「道徳教育」の展開
を歴史的に整理してあるべき「道徳」像を明確にする。第二
は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム
における特別支援教育の動向を確認しながら新学習指導要
領における特別支援教育のポイントについて日々の指導や
支援の在り方について論述する。第三は学校教育の理論と
実践と政策の多角的な観点から、現代の学びと教育課程を
めぐるさまざまな課題にアプローチする。※ZOOMによる同
時双方向型(リアルタイム配信）

荒井　明夫（教育学科　教授）
北川　貴章（独立行政法人　国立特別支援教育
総合研究所　主任研究員）
上野　正道（上智大学　総合人間科学部教育学
科　教授）

インターネット 6時間 令和3年8月5日 6,000円 250人
令和3年3月22日～
令和3年4月17日

令03-
30182-
100153号

03-5399-7320 http://www.daito.ac.jp/

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年4月22日～
令和3年6月6日

6,000円 600人
令和3年3月16日～
令和3年5月14日

令03-
30186-
100261号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題(主として認定こども園・
幼稚園関係者向け)

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年4月22日～
令和3年6月6日

6,000円 600人
令和3年3月16日～
令和3年5月14日

令03-
30186-
100262号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月17日～
令和3年8月15日

6,000円 1,500人
令和3年5月19日～
令和3年7月15日

令03-
30186-
100263号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題(主として認定こども園・
幼稚園関係者向け)

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月17日～
令和3年8月15日

6,000円 1,500人
令和3年5月19日～
令和3年7月15日

令03-
30186-
100264号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月19日～
令和3年10月17日

6,000円 1,200人
令和3年7月27日～
令和3年9月16日

令03-
30186-
100265号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題(主として認定こども園・
幼稚園関係者向け)

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年8月19日～
令和3年10月17日

6,000円 1,200人
令和3年7月27日～
令和3年9月16日

令03-
30186-
100266号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年10月21日～
令和3年12月5日

6,000円 1,200人
令和3年9月28日～
令和3年11月8日

令03-
30186-
100267号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題(主として認定こども園・
幼稚園関係者向け)

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年10月21日～
令和3年12月5日

6,000円 1,200人
令和3年9月28日～
令和3年11月8日

令03-
30186-
100268号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（大学院教育学研究科教授・教育学
部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部助
教）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月16日～
令和4年2月20日

6,000円 300人
令和3年11月22日～

令和4年1月19日

令03-
30186-
100269号

042-739-7097 http://tamagawa.jp

玉川大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題(主として認定こども園・
幼稚園関係者向け)

オンデマンド型: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明らかにする。

森山　賢一（教育学研究科・教育学部教授）
田子　健（東京薬科大学　生命科学部教授）
原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部准
教授）
若月　芳浩（教育学部教授）
横田　雅史（帝京平成大学　現代ライフ学部教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月16日～
令和4年2月20日

6,000円 300人
令和3年11月22日～

令和4年1月19日

令03-
30186-
100270号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和3年度(第1回～第2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

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』

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、公益財団法人私立大
学通信教育協会によって作成された教材「新しい教育事情」
に沿って学んでいく。
◆認定試験は特例による郵送試験。

今井　康晴（こども心理学部講師）
大橋　恵（こども心理学部教授）

通信教育 6時間
令和3年4月15日～
令和3年12月15日

6,000円 3,500人
令和3年3月1日～
令和3年11月1日

令03-
30215-
100085号

03-5813-2530
https://license.tokyomi
rai.ac.jp/

東京理科大学
【必修】学校教育をめぐる最新動
向と子ども理解

【オンデマンド型】
本講習では、現在の学校教育の目標や課題を、第3期教育
振興基本計画や国際学力調査等の国際比較データから考
察すると同時に、子どもの発達や生活課題に関して心理学
的な観点から学習する。

伊藤　稔（教育支援機構教職教育センター教
授）
中村　豊（教育支援機構教職教育センター教
授）
竹尾　和子（理学部第一部教養学科准教授）
市川　寛子（理工学部教養  准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月19日～
令和3年8月6日

6,000円 140人
令和3年5月6日～
令和3年5月12日

令03-
30217-
100256号

03-5228-8717
(内線： 1681)

http://www.tus.ac.jp/

武蔵野美術大学
【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、それを添削指導します。

伊東　毅（教授）
高橋　陽一（教授）

通信教育 6時間
令和3年4月1日～
令和4年1月23日

6,000円 100人
令和3年2月16日～
令和3年7月31日

令03-
30244-
100060号

0422-22-8562 http://cc.musabi.ac.jp/

星槎大学 【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 専任教授）
西永　堅（共生科学部専任教授）
仲　久徳（共生科学部准教授）
伊藤　一美（大学院教育学研究科准教授）

通信教育 6時間
令和3年5月1日～
令和4年3月31日

7,000円 1,800人
令和3年2月16日～
令和4年1月31日

令03-
30260-
100061号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学 【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。なお実施形態は「オンデマンド型」とする。

仲　久徳（大学院教育実践研究科　専任教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和4年3月31日

7,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年2月28日

令03-
30260-
100062号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

星槎大学 【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。

仲　久徳（教育実践研究科 専任教授）
岩澤　一美（大学院教育実践研究科　 准教授）

通信教育 6時間
令和3年4月16日～
令和4年2月27日

7,000円 60人

令和3年3月16日～
令和4年1月31日

(備考　大学院開設の
免許法認定通信教育

受講者のみを対象とす
るため、一般募集しな

い)

令03-
30260-
100246号

045-972-3296 http://seisa.ac.jp/

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」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和3年7月19日～
令和3年8月31日

6,000円 550人
令和3年2月16日～
令和3年6月15日

令03-
30283-
100063号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

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」、「子どもの生活の変
化を踏まえた課題」、「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）」に
ついて取り上げます。講習はオンデマンド（録画）で受講でき
ます。修了試験は郵送による筆記試験にて実施いたしま
す。

渡邉　達生（生涯学習学部生涯学習学科特任
教授）
佐々木　達行（生涯学習学部生涯学習学科特
任教授）
鈴木　啓之（生涯学習学部生涯学習学科教授）

インターネット 6時間
令和3年10月18日～
令和3年11月30日

6,000円 550人
令和3年2月16日～
令和3年9月15日

令03-
30283-
100064号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu/

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･発
達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体的
な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力を
育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年4月8日～
令和3年5月15日

6,000円 2,000人
令和3年2月16日～

令和3年4月6日

令03-
30328-
100044号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･発
達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体的
な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力を
育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年6月21日～
令和3年7月30日

6,000円 2,000人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30328-
100045号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･発
達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体的
な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力を
育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月21日

6,000円 2,000人
令和3年6月29日～
令和3年7月13日

令03-
30328-
100046号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学 【必修】学びの基礎と学力

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育改革の動向を踏まえた教育課程の在り方、心理･発
達的視点からみた子どもの理解と対応等について、具体的
な教育実践に対応させながら、学びの基礎としての学力を
育てることについて考える。

生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
服部　晃（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）

通信教育 6時間
令和3年9月24日～
令和3年11月15日

6,000円 2,000人
令和3年8月23日～

令和3年9月3日

令03-
30328-
100047号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる言
語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解と
対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考え
る。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年4月8日～
令和3年5月15日

6,000円 2,000人
令和3年2月16日～

令和3年4月6日

令03-
30328-
100048号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる言
語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解と
対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考え
る。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年6月21日～
令和3年7月30日

6,000円 2,000人
令和3年5月17日～

令和3年6月4日

令03-
30328-
100049号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる言
語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解と
対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考え
る。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年8月2日～
令和3年9月21日

6,000円 2,000人
令和3年6月29日～
令和3年7月13日

令03-
30328-
100050号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

岐阜女子大学
【必修】学力の向上と子どもの理
解について考える

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教員が必
要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、国
の教育政策の動向を踏まえた学力の向上とその基になる言
語力の育成や、心理･発達的視点からみた子どもの理解と
対応等について、具体的な教育実践に対応させながら考え
る。

松川　禮子（学長、教授）
生田　孝至（大学院文化創造学研究科教授）
大井　修三（文化創造学部特任教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）

通信教育 6時間
令和3年9月24日～
令和3年11月15日

6,000円 2,000人
令和3年8月23日～

令和3年9月3日

令03-
30328-
100051号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp

同朋大学
【必修】社会・子どもの変化と教
育の課題

教育と教職についての省察を行い、心理学の動向や歴史的
な視点も踏まえた近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解し、国の教育政策と世界の教
育の動向を明らかにして、これからの専門職としての教師の
あるべき姿を考える。ただし、講義は「オンデマンド型」のビ
デオ形式でおこなう。

森　透（福井医療大学　保健医療学部教授）
青井　利哉（福井医療大学　保健医療学部講
師）
岩瀬　真寿美（社会福祉学部准教授）

インターネット 6時間
令和3年4月12日～
令和4年3月27日

6,000円 10,000人
令和3年3月16日～
令和4年2月25日

令03-
30364-
100152号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp

仁愛女子短期大
学

【必修】教育の最新事情

「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」「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、教員に求められる最
新の知識・技能の修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。
※オンデマンド型で実施。

増田　翼（幼児教育学科准教授）
乙部　貴幸（幼児教育学科准教授）
賞雅　さや子（幼児教育学科准教授）

インターネット 6時間
令和3年7月9日～
令和3年7月12日

6,500円 250人
令和3年4月1日～
令和3年4月28日

令03-
35141-
100206号

0776-56-1133
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/
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令和3年度(第1回～第2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

仁愛女子短期大
学

【必修】教育の最新事情

「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」「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、教員に求められる最
新の知識・技能の修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。
※オンデマンド型で実施。

増田　翼（幼児教育学科准教授）
乙部　貴幸（幼児教育学科准教授）
賞雅　さや子（幼児教育学科准教授）

インターネット 6時間
令和3年11月5日～
令和3年11月8日

6,500円 100人
令和3年9月13日～
令和3年9月30日

令03-
35141-
100207号

0776-56-1133
(内線： 2805)

http://www.jin-ai.ac.jp/

千葉県教育委員
会

【必修】教育の最新事情

「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」「子どもの生活の変化を
踏まえた課題」について、教員に求められる最新の知識・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。

菅谷　茂良（企画管理部教育政策課教育立県
推進室推進班　主査）
関　勝美（子どもと親のサポートセンター教育相
談部　研究指導主事）
三橋　徹（総合教育センター特別支援教育部
指導主事）
内貴　功生（子どもと親のサポートセンター支援
事業部　研究指導主事）

通信教育 6時間
令和3年7月16日～
令和3年8月5日、
令和3年8月17日

0円 550人

令和3年4月2日～
令和3年4月23日

(備考　基本研修として
実施のため、一般募集

は行いません)

令03-
50230-
100110号

043-276-1185
(内線： 1542)

https://www.ice.or.jp/n
c/

船橋市教育委員
会

【必修】船橋市教員免許状更新
講習

同時双方型（Ｚｏｏｍ）での研修により、今日の小中学校教諭
に求められる最新の教育事情、「国の教育政策や世界の教
育の動向」「子供の生活の変化を踏まえた課題」の観点につ
いて理解を深める。

田中　博之（早稲田大学　教育・総合科学学術
院、教授）
田邊　昭雄（東京情報大学　総合情報学部　総
合情報学科　教職課程　嘱託教授）
小林　祐紀（茨城大学　教育学部　准教授）

インターネット 7時間
令和3年8月19日、
令和3年8月30日

0円 150人

令和3年4月5日～
令和3年4月19日

(備考　船橋市立小中
学校中堅教諭等資質
向上研修としての実施
のため、一般公募は行

わない。)

令03-
50240-
100241号

047-423-4910

https://www.city.funab
ashi.lg.jp/shisetsu/bunk
a/0002/0001/0001/p0
11084.html

浜松市教育委員
会

【必修】最新の教育事情

【オンデマンド型】「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」「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、教
員に求められる最新の知識・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。

花井　和徳（教育長）
千々布　敏弥（国立教育政策研究所　総括研究
官）
藤平　敦（日本大学　文理学部　教授）
島田　桂吾（静岡大学　教育学部　講師）

インターネット 6時間
令和3年7月22日～
令和3年9月30日

4,400円 420人
令和3年3月29日～

令和3年5月7日

令03-
50432-
100191号

053-439-3140
http://www.city.hamam
atsu-
szo.ed.jp/hamakyo-c/

名古屋市教育委
員会

【必修】名古屋市教育委員会教
員免許状更新講習（Ｈ１）

教員として共通に求められる内容を中心とする。具体的に
は、教育政策の動向と指導の在り方、教職の今日的役割、
子どもの発達や課題の理解等を取り上げる。また、教育的
愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力に関する事
項も取り上げ、講義及び演習を行う。（オンデマンド型講習）

天谷　祐子（名古屋市立大学　人間文化研究科
准教授）
廣瀬　帆曜（至学館大学　教授）
酒井　正幸（名古屋市教育センター教育相談部
長）

インターネット 6時間

令和3年7月21日～
令和3年8月15日、
令和3年8月18日～
令和3年8月20日

6,000円 900人
令和3年4月3日～
令和3年4月16日

令03-
50451-
100008号

052-683-6485
https://www.nagoya-
c.ed.jp/

福岡市教育委員
会

【必修】福岡市立学校教員講習
（必修領域）

福岡市立学校教諭・養護教諭・栄養教諭を対象に，教育公
務員としての専門性を刷新することをねらいとして，「国の教
育施策の動向」「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」に関する最新の情報を「オンデ
マンド型（インターネット配信方式）」によって提供する。

佐藤　仁（福岡大学　教授）
生田　淳一（福岡教育大学　教授）

インターネット 6時間
令和3年6月19日～
令和3年6月27日

0円 900人

令和3年4月2日～
令和3年5月14日

(備考　本市教員研修
のため一般募集は行わ

ない)

令03-
50792-
100194号

092-822-2875
http://www.fuku-
c.ed.jp/center/index.ht
m

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【必修】教育の最新事情

※オンデマンド型
「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つの事項について理解を深め、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。
(当財団の講習はご自宅で試験が可能です）

吉崎　静夫（横浜国立大学　客員教授）
河村　久（聖徳大学　大学院教職研究科教授）
堀田　博史（園田学園女子大学　人間健康学部
教授）
髙橋　良祐（理事）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

6,600円 5,000人
令和3年3月1日～
令和4年2月28日

令03-
80004-
100058号

0120-238-140
https://www.sainou.or.j
p/e-learning/

公益財団法人大
学セミナーハウス

【必修】ｅラーニングによる教育の
最新事情

本講習では、AIの発達や様々な分野でのグローバル化が進
展する今日、日本や海外諸国が、どのように教育改革を進
めようとしているのかを、各国の教育政策や教育実践の紹
介を通じて理解を深める。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。「オンデマンド型」

濱名　篤（関西国際大学　教授）
川嶋　太津夫（大阪大学　教授）
加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

9,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月31日

令03-
80012-
100053号

042-676-8532
https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウス

【必修】中・高教員のためのeラー
ニングによる教育の最新事情

特に中・高教員向けの講習として、AIの発達や様々な分野
でのグローバル化が進展する今日、日本や海外諸国が、ど
のように教育改革を進めようとしているかを、各国の教育政
策や教育実践の紹介を通じて理解を深める。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。「オンデマンド型」

濱名　篤（関西国際大学　教授）
川嶋　太津夫（大阪大学　教授）
加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授）

インターネット 6時間
令和3年4月1日～
令和4年3月31日

9,000円 2,000人
令和3年2月16日～
令和4年3月31日

令03-
80012-
100054号

042-676-8532
https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】夏季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-1）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴し、講習当日は同時双方向型の講義とワー
ク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/06/26~2021/07/10
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/07/11
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）
「私立学校教員に求められる知識・技能の修得と今日的な
教育課題」についての理解を深めることを目指す。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年6月26日～
令和3年7月11日

6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年6月25日

令03-
80015-
100104号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/

一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】秋季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-2）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴した上で、講習当日は同時双方向型の講義
とワーク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/09/04~2021/09/18
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/09/19
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）「私立学校教員に求められる知識・技能の修得と
今日的な教育課題」についての理解を深めることを目指し
て、次の事項について講義やグループワークを通じて考察
する。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年9月4日～
令和3年9月19日

6,000円 40人
令和3年3月16日～

令和3年9月3日

令03-
80015-
100105号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/

一般財団法人日
本私学教育研究
所

【必修】冬季　私立学校教員のた
めの教育の最新事情（1-3）

オンデマンドの講義動画の視聴と同時双方向型の講義を併
用する。事前に配信されたオンデマンドの講義動画を講習
前日までに視聴した上で、講習当日は同時双方向型の講義
とワーク、履修認定試験を行う。
※オンデマンド受講期間：2021/12/11~2021/12/25
※同時双方向型講義・ワーク・履修認定試験実施日：
2021/12/26
※オンデマンド型：80分＋同時双方向型：280分（合計360分
＝6時間）
「私立学校教員に求められる知識・技能の修得と今日的な
教育課題」についての理解を深めることを目指して、次の事
項について講義やグループワークを通じて考察する。

伊藤　貴昭（明治大学　文学部・准教授）
広石　英記（東京電機大学　人間科学系列・教
授）

インターネット 6時間
令和3年12月11日～
令和3年12月26日

6,000円 40人
令和3年3月16日～
令和3年12月10日

令03-
80015-
100106号

03-3222-1621
https://www.shigaku.or.
jp/

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

オンデマンド型講習
変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプロ
ジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、これ
からの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交えな
がら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和3年4月16日～
令和3年8月30日

6,000円 300人
令和3年2月16日～
令和3年7月16日

令03-
80032-
100027号

082-211-1030 http://www.aises.info
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令和3年度(第1回～第2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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情-これか
らの時代を生き抜く子どもを育て
る

オンデマンド型講習
変化の激しい社会、AI時代の到来、人生100歳時代など、目
の前の子どもに2030年を生き抜く力を育むことが、学校教育
に期待されたミッションとなっています。日本版包括的生徒
指導マルチレベルアプローチを学校現場で指導してきたプロ
ジェクトチームの講師が海外の先進国の知見を交えて、これ
からの日本の学校教育のあり方を豊富な実践事例を交えな
がら分かりやすく解説します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
金山　健一（神戸親和女子大学大学院　文学研
究科教授）

インターネット 6時間
令和3年9月1日～
令和3年12月19日

6,000円 300人
令和3年8月1日～
令和3年11月5日

令03-
80032-
100029号

082-211-1030 http://www.aises.info

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題

「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。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　幸寿（東京学芸大学　教育学部教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学　教職大学院准教
授）
末松　裕基（東京学芸大学　教育学部准教授）
関口　貴裕（東京学芸大学　教育学部教授）
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　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月24日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年6月16日

令03-
90030-
100033号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題(幼稚園)

幼稚園教諭を対象とし、「国の幼児教育政策や世界の教育
の動向」「教員（保育者）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。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

新井　美保子（愛知教育大学　教育学部教授）
鈴木　裕子（愛知教育大学　教育学部教授）
林　牧子（愛知教育大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年6月7日～
令和3年8月24日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年6月16日

令03-
90030-
100034号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題

「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。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

佐々木　幸寿（東京学芸大学　教育学部教授）
増田　謙太郎（東京学芸大学　教職大学院准教
授）
末松　裕基（東京学芸大学　教育学部准教授）
関口　貴裕（東京学芸大学　教育学部教授）
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　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年11月23日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年10月7日

令03-
90030-
100035号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/

東京学芸大学・
愛知教育大学・
大阪教育大学・
公立千歳科学技
術大学

【必修】社会･子どもの変化と教育
の課題(幼稚園)

幼稚園教諭を対象とし、「国の幼児教育政策や世界の教育
の動向」「教員（保育者）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。
なお、本講習はオンデマンドで実施する。

新井　美保子（愛知教育大学　教育学部教授）
鈴木　裕子（愛知教育大学　教育学部教授）
林　牧子（愛知教育大学　教育学部教授）

インターネット 6時間
令和3年8月2日～
令和3年11月23日

6,000円 1,500人
令和3年2月16日～
令和3年10月7日

令03-
90030-
100036号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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