
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

東北福祉大学 【選択必修】道徳教育 道徳教育

2015年3月に、学校教育法施行規則が規定する小学校・中
学校・特別支援学校の「道徳」が「特別の教科である道徳」
に改められ、学習指導要領の「道徳」が「特別の教科　道
徳」に改められた。
本講習では、特別の教科である道徳について、道徳の「教
科化」とその背景および変遷を学習する。また、学習指導
要領と指導方法の動向を把握し、実践上の意義について
理解を深める。
◆テキスト代込み。認定試験は全国各地で開催予定 ※詳
しくは本学HPまで

寺下　明（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和2年4月1日～
令和2年11月15日

小学校
中学校

特別支援学校
特定しない 特定しない 6,000円 500人

令和2年2月16日～
令和2年7月31日

令02-
30045-
300009号

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

東北福祉大学
【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等

学習指導要領の改訂の
動向等

学習指導要領は1947年の『学習指導要領一般編（試案）』
以来、時々の教育課題に対応しておよそ10年ごとに改訂さ
れてきた。
本講習では、幼稚園から高等学校及び特別支援学校の学
習指導要領の改訂の背景および要点を理解する。また、今
日の教育政策の動向について理解を深め、「学習指導要
領改訂等の動向」「その他の教育改革の動向」を学習す
る。
◆テキスト代込み。認定試験は全国各地で開催予定 ※詳
しくは本学HPまで

寺下　明（教育学部教授） 通信教育 6時間
令和2年4月1日～
令和2年11月15日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 500人
令和2年2月16日～
令和2年7月31日

令02-
30045-
300010号

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

人間総合科学大
学

【選択必修】心に響く道徳教育 道徳教育

「道徳とは何か」「道徳教育とは何か」「子どもの道徳性の
発達」「道徳教育の授業理論」など、道徳教育に関する基
礎理論を学びなおします。また、「学校における道徳教育」
「子どもの心に響く道徳授業」の最新の実践的指導力を高
めます。

赤坂　雅裕（文教大学　国際学部教授） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和2年11月29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 10,420円 350人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
301375号

048-749-6111
https://www.human.ac.
jp/

聖徳大学
【選択必修】学校における危機管
理（通信）

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

学校における危機管理上の課題について、職種を限定した
内容ではなく、学校に勤務するものとしてどのように対応し
ていくべきかを学習します。特に、危機管理が強調されるよ
うになった社会的な背景や関係法規の改正趣旨を踏まえな
がら、危機管理における重要な点を学習します。

金子　英孝（大学院教職研究科教授） 通信教育 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月16日

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3月6日～
令和2年4月13日

(備考　「卒業生先行募
集期間：3月6日～3月

10日、一般募集期間：3
月24日～4月13日」)

令02-
30122-
300137号

047-365-1111
(内線： 3047)

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

聖徳大学
【選択必修】道徳教育の転換を
理解する（通信）

道徳教育

平成２７年３月２７日に「道徳」にかかわって学習指導要領
の一部改正が行われました。本講習では、主に、総則に位
置付けられた「道徳教育」について、①改訂の経緯と要点、
②内容の取扱いに関する共通事項、道徳教育推進上の配
慮事項などに焦点を当てて理解を深めます。併せて、道徳
教育と「特別の教科 道徳」との関連も考察します。また、高
等学校において、学習指導要領の改訂により、新科目「公
共」を中心とした道徳教育推進の観点から高等学校教員に
ついても対象とします。

吉本　恒幸（大学院教職研究科教授） 通信教育 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月16日

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3月6日～
令和2年4月13日

(備考　「卒業生先行募
集期間：3月6日～3月

10日、一般募集期間：3
月24日～4月13日」)

令02-
30122-
300138号

047-365-1111
(内線： 3047)

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

聖徳大学
【選択必修】危機管理の課題・組
織的対応の必要性（通信）

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

園で起こる危機は、教育課程内外での事故、感染症被害、
虐待、保育者同士のトラブル、自然災害等、多岐にわた
る。危機はいつでも、どこでも、どの園においても起こり得る
ことであり、教職員の意識の向上が求められている。そこ
で、各園における安全教育の在り方について理解を深め、
危機管理上の課題を明確にし、組織的に対応するための
具体的な方策について学びます。

重安　智子（児童学部教授） 通信教育 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月16日

幼稚園

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園に勤務す
る保育教諭向け

特定しない 6,000円 50人

令和2年3月6日～
令和2年4月13日

(備考　「卒業生先行募
集期間：3月6日～3月

10日、一般募集期間：3
月24日～4月13日」)

令02-
30122-
300139号

047-365-1111
(内線： 3047)

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

聖徳大学
【選択必修】幼稚園教育要領及
び幼保連携型認定こども園教
育・保育要領改訂の理解（通信）

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

幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育
要領の改訂内容の理解と21世紀を生きる力をどのように育
むかを考える。①育成すべき資質・能力の三要素、②幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿、③幼児教育の特性等に
配慮した内容の充実、④保幼小の円滑な接続の在り方。以
上を中心に行う。

篠原　孝子（兼任講師） 通信教育 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月16日

幼稚園

幼稚園教諭、幼
保連携型認定こ
ども園に勤務す
る保育教諭向け

特定しない 6,000円 50人

令和2年3月6日～
令和2年4月13日

(備考　「卒業生先行募
集期間：3月6日～3月

10日、一般募集期間：3
月24日～4月13日」)

令02-
30122-
300140号

047-365-1111
(内線： 3047)

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

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

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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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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
【選択必修】今なぜ学校の『組織
的対応』が必要なのか

様々な問題に対する組織
的対応の必要性

　21世紀は､「知識基盤社会」、「情報化社会」とも言われて
いる。学校には､児童・生徒一人ひとりが、このような社会
の変化に対応できる「生きる力」を育むことが求められてい
る｡そのためには、全ての学校が校長を中心とした組織マ
ネジメントを確立し､教師同士の連携と協力を結集した学校
の組織力を高めることがきわめて重要となっている｡
　この講座は、教育の「原点に帰る」という観点から、児童・
生徒及び保護者の期待に応える学校の組織力のあり方に
ついて考察することをねらいとする。

川田　孝一（入学部相談役） インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

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 9,600円 1,500人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300025号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】「行動」に基づく児
童・生徒の理解と具体的支援に
向けた『教育相談』

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

　本講義では、「認知行動療法」という臨床心理学の考え方
を基盤として、主に小学校での実践を中心に、児童の対応
に不可欠なカウンセリングの基礎知識を習得することを通
じて、園児、児童、生徒への対応力を備えられるよう、教師
として教育相談を実践していくために必要な基礎・基本につ
いて講義する。

小関　俊祐（リベラルアーツ学群講師） インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31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 9,600円 1,500人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300026号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】生きづらさを見つ
め、心に寄り添う『教育相談』

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

　いじめ、不登校などが、社会問題化している中で、「教育
相談」の役割は、ますます大きなものとなっている。
　本講習では、「教育相談で取り上げられる諸問題を通し
て、生きづらさを見つめ、どのように対処・指導していったら
よいのか」を考える。さらに、「学校教育における教育相談
活動の意義を理解し、教育相談活動における教師の指導
性とは何か」を考察する。

大和久　勝（元國學院大學非常勤講師） インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31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 9,600円 1,500人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300027号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】『学校・家庭・地域の
連携』（ある先輩オヤジ教師の目
線）

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

　児童・生徒の保護者と日常的に連絡をとり、地域の教育
力にも依拠しながら教育をすすめていくことは、学校・教師
にとって不可欠な課題である。そしてそれは、教師の専門
性の要素の一つであるといえる。教育の専門家である教師
と、児童・生徒の成長発達に直接責任を負う保護者、そして
児童・生徒の生活空間である地域が、つながり支えあって
いくために押さえておくべきことはなにか、それを一人のオ
ヤジ教師の目線と体験をもとに問い直してみた。

宮下　聡（都留文科大学　教職支援センター特
任教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

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 9,600円 1,500人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300028号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】『英語』の＜なぜ＞
に答える（中学校・高校）

英語教育

　しばしば英語の授業では生徒の英語の関する「なぜ」に
答えないで、そのまま覚えさせるきらいがある。いや、「な
ぜ」を想定していないで授業をする教員もいる。本講習で
は、この「なぜ」に答えることの意義と答え方を20項目に分
けて解説する。もちろんこの認知的な指導法は英語に関す
る興味や関心を喚起するはずである。

森住　衛（元桜美林大学大学院教授） インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

中学校
高等学校

特別支援学校

中学校・高等学
校英語科教諭向

け
特定しない 9,600円 1,500人

令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300029号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】『情報』の理解と教
育への活用

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

　この講義では、情報理論をもとに「情報」という概念に対
する理解を深め、そこから情報について教育をする際に
知っておくべき内容の解説をします。最後に、e-ラーニング
などの方法や関連するキーワード、実施する場合の注意点
などを紹介します。また、セキュリティについて考えるべきこ
と、組織のコンピュータ等の情報資産を守るために必要な
事項にも触れます。

有賀　清一（ビジネスマネジメント学群非常勤講
師）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 9,600円 1,500人

令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300030号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

桜美林大学
【選択必修】『学習指導要領の改
訂』を読み解く

学習指導要領の改訂の
動向等

　学習指導要領の改訂は、令和2年以降、各学校段階にお
いて順次実施される予定である。本講座では、中央教育審
議会での審議における「論点整理」や「審議のまとめ」、平
成28年12月の「答申」等の諸資料をもとに、次期学習指導
要領の方向性、その趣旨などについて読み解くとともに、小
学校、中学校、高等学校の各改訂のポイントとその対応策
について解説している。

長澤　直臣（元桜美林大学教職センター教授）
堀竹　充（元十文字学園女子大学　児童教育
学科教授）
中尾　豊三郎（東京都北区教育委員会　教育
アドバイザー）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

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 9,600円 1,500人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
300031号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/

玉川大学
【選択必修】学習指導要領と学校
の危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

最近の学校教育をめぐる主要な課題であるカリキュラムの
あり方と学校の安全・安心といった危機管理の課題をバラ
ンスよく学びながら、教育と教職についての省察を行い、今
後の教育活動に対する新たな知見を得て、教育実践の向
上に資することとしたい。

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）
金山　康博（共栄大学　教育学部教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7日

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 600人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
301617号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

玉川大学
【選択必修】学習指導要領と学校
の危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

最近の学校教育をめぐる主要な課題であるカリキュラムの
あり方と学校の安全・安心といった危機管理の課題をバラ
ンスよく学びながら、教育と教職についての省察を行い、今
後の教育活動に対する新たな知見を得て、教育実践の向
上に資することとしたい。

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）
金山　康博（共栄大学　教育学部教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16日

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 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
301618号

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

玉川大学
【選択必修】学習指導要領と学校
の危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

最近の学校教育をめぐる主要な課題であるカリキュラムの
あり方と学校の安全・安心といった危機管理の課題をバラ
ンスよく学びながら、教育と教職についての省察を行い、今
後の教育活動に対する新たな知見を得て、教育実践の向
上に資することとしたい。

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）
金山　康博（共栄大学　教育学部教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29日

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 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
301619号

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

玉川大学
【選択必修】学習指導要領と学校
の危機管理

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

最近の学校教育をめぐる主要な課題であるカリキュラムの
あり方と学校の安全・安心といった危機管理の課題をバラ
ンスよく学びながら、教育と教職についての省察を行い、今
後の教育活動に対する新たな知見を得て、教育実践の向
上に資することとしたい。

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）
金山　康博（共栄大学　教育学部教育学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7日

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 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
301620号

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

玉川大学
【選択必修】教師のためのカウン
セリング講座

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウン
セリングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部
准教授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7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 600人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
301621号

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

玉川大学
【選択必修】教師のためのカウン
セリング講座

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウン
セリングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部
准教授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16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 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
301622号

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

玉川大学
【選択必修】教師のためのカウン
セリング講座

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウン
セリングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部
准教授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29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 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
301623号

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

玉川大学
【選択必修】教師のためのカウン
セリング講座

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

カウンセリングを学ぶことは、いじめ・不登校への対応だけ
でなく、子どもたちとかかわる毎日の学校生活において、と
ても大きな支えになる。本講習では、学校現場で教師が活
用するためのカウンセリングの基礎基本を理解し、カウン
セリングの基本的態度について学ぶことを目標とする。

原田　恵理子（東京情報大学　総合情報学部
准教授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7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 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
301624号

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

玉川大学
【選択必修】教員のICT活用と教
育の情報化の実際

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年4月23日～
令和2年6月7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 600人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
301625号

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

玉川大学
【選択必修】教員のICT活用と教
育の情報化の実際

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月18日～
令和2年8月16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 1,500人
令和2年5月20日～
令和2年7月13日

令02-
30186-
301626号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

玉川大学
【選択必修】教員のICT活用と教
育の情報化の実際

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年10月1日～
令和2年11月29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 1,200人
令和2年9月7日～
令和2年11月2日

令02-
30186-
301627号

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

玉川大学
【選択必修】教員のICT活用と教
育の情報化の実際

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

高度情報化社会となった現代社会の中では、パソコンやス
マートフォンに代表される各種ICT（情報通信技術）をより良
く活用する能力は、必要不可欠なものとなっている。教育現
場でも電子黒板やタブレット端末の活用など、教育の情報
化の推進が求められている。本講習では、教員が注意すべ
きICT活用の方法について講義し、これからの情報教育に
必要とされてくる要素について話し、また、ICTを利用した新
たな教育実践事例等について紹介をする。

照屋　さゆり（リベラルアーツ学部教授）
近藤　昭一（神奈川大学　人間科学部特任教
授）

インターネット 6時間
令和2年12月10日～
令和3年2月7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 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
301628号

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

東京未来大学

【選択必修】好きな時間に自宅で
学べる『学校を巡る近年の状況
の変化と法令改正及び国の審議
会の動向』

学校を巡る近年の状況の
変化
法令改正及び国の審議
会の状況等

社会状況の変化と学校教育、学校に関する具体的な問
題、教育改革の動向、国と地方における教育施策審議機
関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。◆
認定試験は会場受験。

所澤　潤（こども心理学部教授） 通信教育 6時間
令和2年4月15日～
令和2年12月13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 2,500人
令和2年2月26日～
令和2年11月4日

令02-
30215-
300130号

03-5813-2530
http://license.tokyomir
ai.ac.jp/

武蔵野美術大学
【選択必修】教育相談といじめ・
不登校・通信講習

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

教育相談のあり方について、教育現場の大きな課題である
いじめと不登校を焦点にした課題を添削指導します。テキ
ストには『新しい教育事情』（私立大学通信教育協会）と『新
しい教育相談論』（武蔵野美術大学出版局）を全員に配布
します。

伊東　毅（教授） 通信教育 6時間
令和2年4月1日～
令和3年1月24日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 50人
令和2年2月17日～
令和2年7月31日

令02-
30244-
300003号

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

武蔵野美術大学
【選択必修】学習指導要領とアク
ティブ・ラーニングの動向・通信
講習

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

現行の学習指導要領と改訂の動向を踏まえ、特にアクティ
ブ・ラーニングと造形ワークショップの動向に注目した課題
を添削指導します。テキストには『新しい教育事情』（私立
大学通信教育協会）と『ファシリテーションの技法-アクティ
ブ・ラーニングとしての造形ワークショップ』（武蔵野美術大
学出版局）を全員に配布します。

高橋　陽一（教授） 通信教育 6時間
令和2年4月1日～
令和3年1月24日

小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 50人
令和2年2月17日～
令和2年7月31日

令02-
30244-
300004号

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

星槎大学
【選択必修】現代教育の動向と課
題

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

本講座では、「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問
題に対する組織的対応の必要性」を取り扱う。具体的に
は、各種報道・世論調査・統計などの客観的・具体的材料
を的確に読み解き、適切に活用し、相互作用的にコミュニ
ケーションする資質能力の向上について、及び近年のめま
ぐるしい状況変化に伴い教員個人のみならず組織的な対
応の方法について考察する。

西村　哲雄（大学院教育実践研究科教授）
丸本　茂樹（共生科学部准教授）
天野　一哉（共生科学部教授）

通信教育 6時間
令和2年5月7日～
令和2年12月27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 7,000円 1,800人
令和2年2月16日～
令和2年12月26日

令02-
30260-
300165号

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

八洲学園大学
【選択必修】eラーニング講習「教
師のための教育最前線」

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

「学習指導要領の改訂の動向等」に関する講習では、生き
る力の教育を教育の歴史から把握します。「学校における
危機管理上の課題」に関する講習では、近年課題となって
いる学校機密情報や個人情報の扱いを例に危機管理の校
内体制づくりについて扱います。講習はオンデマンド（録
画）で受講できます。試験会場は、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）にあ
ります。監督者委託型試験も可能です（実施条件あり）。

渡邉　達生（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2年7月20日～
令和2年8月23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 599人
令和2年2月16日～
令和2年6月20日

令02-
30283-
300049号

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

八洲学園大学
【選択必修】eラーニング講習「教
師のための教育最前線」

学習指導要領の改訂の
動向等
学校における危機管理上
の課題

「学習指導要領の改訂の動向等」に関する講習では、生き
る力の教育を教育の歴史から把握します。「学校における
危機管理上の課題」に関する講習では、近年課題となって
いる学校機密情報や個人情報の扱いを例に危機管理の校
内体制づくりについて扱います。講習はオンデマンド（録
画）で受講できます。試験会場は、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）にあ
ります。監督者委託型試験も可能です（実施条件あり）。

渡邉　達生（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2年10月20日～
令和2年11月22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 599人
令和2年2月16日～
令和2年9月20日

令02-
30283-
300050号

045-313-5454
https://www.yashima.a
c.jp/univ/koshinkoshu
/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

岐阜女子大学
【選択必修】教育課程の動向と学
校教育の在り方を考える

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい教育課程の編
成や評価の在り方について考える。　
また、近年の教育改革から明らかになった学校経営上の課
題やいじめ等子どもの成長発達に関わる課題に対して、
チーム学校と称せられる組織的対応や教師の指導・支援
のあり方を省察する。あわせて、学校改善及び個に応じた
支援の充実のための実践的方法を考える。

三尾　寛次（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）
佐々木　恵理（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19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3月16日～

令和2年5月8日

令02-
30328-
301208号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】教育課程の動向と学
校教育の在り方を考える

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい教育課程の編
成や評価の在り方について考える。　
また、近年の教育改革から明らかになった学校経営上の課
題やいじめ等子どもの成長発達に関わる課題に対して、
チーム学校と称せられる組織的対応や教師の指導・支援
のあり方を省察する。あわせて、学校改善及び個に応じた
支援の充実のための実践的方法を考える。

三尾　寛次（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）
佐々木　恵理（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30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5月11日～

令和2年6月5日

令02-
30328-
301209号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】教育課程の動向と学
校教育の在り方を考える

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい教育課程の編
成や評価の在り方について考える。　
また、近年の教育改革から明らかになった学校経営上の課
題やいじめ等子どもの成長発達に関わる課題に対して、
チーム学校と称せられる組織的対応や教師の指導・支援
のあり方を省察する。あわせて、学校改善及び個に応じた
支援の充実のための実践的方法を考える。

三尾　寛次（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）
佐々木　恵理（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27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6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
301210号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】教育課程の動向と学
校教育の在り方を考える

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

学習指導要領の全面実施を見据え、新しい教育課程の編
成や評価の在り方について考える。　
また、近年の教育改革から明らかになった学校経営上の課
題やいじめ等子どもの成長発達に関わる課題に対して、
チーム学校と称せられる組織的対応や教師の指導・支援
のあり方を省察する。あわせて、学校改善及び個に応じた
支援の充実のための実践的方法を考える。

三尾　寛次（文化創造学部教授）
高橋　正司（家政学部教授）
吉村　希至（文化創造学部准教授）
佐々木　恵理（文化創造学部講師）

通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 200人
令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
301211号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】主体的・対話的で深
い学びと学習環境

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

教育基本法第9条や新学習指導要領の動向を見据え、幼
稚園教育要領、小学校学習指導要領改訂と主体的・対話
的で深い学びに対する知見を習得することにより、具体的
な教育実践や学習環境に対応させながら、様々な問題に
対する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

高橋　正司（家政学部教授） 通信教育 6時間
令和2年6月9日～
令和2年7月19日

幼稚園
小学校
中学校

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3月16日～

令和2年5月8日

令02-
30328-
301212号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】主体的・対話的で深
い学びと学習環境

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

教育基本法第9条や新学習指導要領の動向を見据え、幼
稚園教育要領、小学校学習指導要領改訂と主体的・対話
的で深い学びに対する知見を習得することにより、具体的
な教育実践や学習環境に対応させながら、様々な問題に
対する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

高橋　正司（家政学部教授） 通信教育 6時間
令和2年7月9日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

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5月11日～

令和2年6月5日

令02-
30328-
301213号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】主体的・対話的で深
い学びと学習環境

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

教育基本法第9条や新学習指導要領の動向を見据え、幼
稚園教育要領、小学校学習指導要領改訂と主体的・対話
的で深い学びに対する知見を習得することにより、具体的
な教育実践や学習環境に対応させながら、様々な問題に
対する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

高橋　正司（家政学部教授） 通信教育 6時間
令和2年8月6日～
令和2年9月27日

幼稚園
小学校
中学校

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6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
301214号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

岐阜女子大学
【選択必修】主体的・対話的で深
い学びと学習環境

学習指導要領の改訂の
動向等
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

教育基本法第9条や新学習指導要領の動向を見据え、幼
稚園教育要領、小学校学習指導要領改訂と主体的・対話
的で深い学びに対する知見を習得することにより、具体的
な教育実践や学習環境に対応させながら、様々な問題に
対する組織的な対応力や実践的指導力を考える。

高橋　正司（家政学部教授） 通信教育 6時間
令和2年10月8日～
令和2年11月15日

幼稚園
小学校
中学校

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8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
301215号

058-214-9064
http://www.gijodai.ac.j
p

同朋大学
【選択必修】教員のICT活用と教
育の情報化の実際

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

現代社会では、パソコンやスマートフォンに代表される各種
ICT（情報通信技術）を、より良く活用する能力は必要不可
欠である。教育現場でも電子黒板やタブレット端末の活用
などを出発点にして「教育の情報化の推進」が求められて
いる。本講習では、教員が注意すべきICT活用方法の解説
と、これからの教育に必要な教育の情報化や教育実践等
について紹介する。

森　祥寛（金沢大学　総合メディア基盤センター
助教）

インターネット 6時間
令和2年4月13日～
令和3年3月28日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

教諭 特定しない 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
301160号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

同朋大学
【選択必修】仏教に基づく道徳教
育と人間形成

道徳教育

道徳が教科化された今、道徳教育に期待が高まっている。
様々な道徳教育理論がある中、本授業では、仏教的教育
人間学に基づく道徳教育について概説する。現代の道徳
教育の動向と道徳教育の歴史、道徳教育と宗教教育、日
本の道徳思想、幼児期の道徳教育と宗教教育、ジャータカ
を資料とする道徳授業、道徳教育と禅の思想、授業案の作
成等を紹介する。

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2年4月13日～
令和3年3月28日

小学校
中学校

教諭 特定しない 6,000円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
301161号

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

名古屋市教育委
員会

【選択必修】名古屋市教育委員
会教員免許状更新講習（ＳＨ１）

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

今日的な教育課題に対応するための内容を中心とする。具
体的には、学校危機管理や学校安全、防災教育、子どもの
貧困などの様々な問題に関する事項も取り上げ、それに対
する組織的対応の必要性について、講義及び演習を行う。

谷口　由希子（名古屋市立大学　人間文化研
究科准教授）
福和　伸夫（名古屋大学　減災連携研究セン
ター教授）
山村　伸人（名古屋市教育センター研修部長）

インターネット 6時間
令和2年7月21日～
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 800人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
301260号

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

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択必修】教育の情報化（小・
中・高中心）

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

本講習では、主に小学校・中学校・高等学校・特別支援学
校教諭を対象に、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した指導や情
報教育に関する最新の動向を学びます。具体的には、「ＩＣ
Ｔを活用した授業デザイン」、「情報モラルに関わる教育」、
「情報セキュリティ」、「教育の情報化の最新事情」の4つの
観点から、各教科指導や生徒指導、学級活動、学校経営
にＩＣＴを活用する方法について考えます。
(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）
黒上　晴夫（関西大学　総合情報学部教授）
榎本　竜二（聖心女子大学　非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

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 6,600円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月28日

令02-
80004-
300053号

0120-238-140
https://sainou.or.jp/e-
learning/

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択必修】教育の情報化（幼中
心）

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

本講習では、主に幼稚園教諭・保育教諭を対象に、情報通
信技術（ＩＣＴ）を活用した指導や情報教育に関する最新の
動向を学びます。具体的には、「学ぶ意欲を育てるメディア
の活用」、「情報モラル」、「情報セキュリティ」、「教育の情
報化の最新事情」の4つの観点から、日常の指導・保育等
にＩＣＴを活用する方法について考えます。
(当財団の講習はご自宅で試験が可能です）

黒上　晴夫（関西大学　総合情報学部教授）
堀田　博史（園田学園女子大学　人間健康学
部教授）
中野　由章（大阪電気通信大学　客員准教授）
榎本　竜二（聖心女子大学　非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

幼稚園 特定しない 特定しない 6,600円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月28日

令02-
80004-
300054号

0120-238-140
https://sainou.or.jp/e-
learning/

公益財団法人才
能開発教育研究
財団

【選択必修】子どもたちの未来に
役立つコンピテンシー（資質・能
力）を育てよう　～授業実践を通
じて～

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

本講習は、新学習指導要領およびOECDのEducation2030
事業におけるコンピテンシー（資質・能力）の育成につい
て、それを小学校・中学校の教科等の授業でどのように行
うかの考え方と授業映像による実践例を示したものであ
る。講習内容は、育成の考え方、コンピテンシー（資質・能
力）の特徴、指導案作りとアクティブラーニングを中心とした
授業デザイン、育成のための授業「手立て」の解説から成
る。
（当財団の講習はご自宅で試験が可能です）

相田　隆司（東京学芸大学　教育学部教授）
荒井　正剛（東京学芸大学　教育学部教授）
鎌田　正裕（東京学芸大学　教育学部教授）
岸　学（東京学芸大学　次世代教育研究推進
機構特命教授）
鈴木　聡（東京学芸大学　教育学部教授）
西村　德行（東京学芸大学　教育学部准教授）
細川　太輔（東京学芸大学　教育学部准教授）

インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

小学校
中学校

特定しない 特定しない 6,600円 5,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月28日

令02-
80004-
300055号

0120-238-140
https://sainou.or.jp/e-
learning/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】教育相談への期待と
課題――不登校・いじめの克服
をめざして――

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

教育の役割は教科学習が中心だが、その根底には社会人
（自立した市民）として育てるという役割もある。そのためさ
まざまな問題（不登校、いじめなど）を抱え苦しんでいる子
どもたちの相談にのり、課題を共有しつつ乗り越えていく支
援をすることが重要である。問題を子どもと共有しつつ、家
庭、学級の生徒、学内外とも協力し、課題を解決し、また教
育のあり方を改善していくことも目指していく。

加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300056号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】健やかな子どもの生
と性を育むために――性の人
権、科学、道徳について考える
――

道徳教育

本講習ではまず、「性」について子どもたちに学ばせること
の意義、必要性を理解していただく。次に、人の生命のなり
たち（出産・出生）について、さらに「からだ」と「性」、「心」が
成長し変化しながら大人になっていく状況を説明したい。最
後に、人権・科学・道徳的観点からどのような指導、アドバ
イスがふさわしいかを紹介したい。

村瀬　幸浩（元一橋大学講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300057号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】情報教育の基礎と教
育へのICT活用

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

本講習では、最初に情報の基礎を概説し、情報リテラシー
と情報モラルとは何かを説明し、扱い方次第で危険なもの
であることを理解していただく。ついでＩＣＴを活用することに
よってコミュニケーションがいかに豊かになるかを理解して
いただく。具体的には、アクティブラーニングやｅラーニング
作成方法など、授業運営に活用できるノウハウを提供した
い。

有賀　清一（桜美林大学　講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300058号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】学校危機管理――３
つのLackの視点から――

学校における危機管理上
の課題

近年、学校の内外には「学校危機」に直結する様々な問題
が起き、その度に学校危機管理のありようが問われてい
る。本講習では、「学校危機」は何故に起きるのかを３つの
lack（欠如）という視点から考察するとともに、その未然防止
（リスクマネジメント）のあり方や手法、心構え等についても
考えていきたい。

蔦澤　元晴（早稲田大学大学院　講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300059号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】学校、家庭、地域と
の連携と協働

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

現代の子どもの成長を支える機能は、学校教育だけではそ
の内容の多様さと複雑さのため限界があることは明らかで
ある。そこで、子どもたちの生活している地域社会をもう一
つの学びの場として位置づけ、地域社会との連携をはかり
つつ協力し、子育てすることが必要となってくる。本講座で
は、学校を地域に開き、家庭・地域と連携して学ぶ新たな
学校教育のあり方を考察し、地域づくりの拠点としての学校
のあり方をめざす教育論を展開する。

加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300060号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】人権、共生、道徳に
関する性の学習――思春期の
性と生を育てる――

道徳教育

思春期を境に子どもたちのからだ、こころは大きく変化す
る。その変化は性意識、性行動にあらわれやすく、子どもた
ちを不安にし悩ませることになる。このことについて指導す
る人たちは改めて深く理解し、子どもたちが直面する自立
の課題に立ち向かえるよう援助したいものである。また性
の問題は人権と相即不離であるとともに人の生き方、道徳
とも深くかかわるテーマでもあることをわからせ指導した
い。本講習では性の問題をとおし、道徳教育や指導につい
ても考える。

村瀬　幸浩（元一橋大学講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300061号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】様々な教育課題をか
かえる学校の現状と組織的対応

様々な問題に対する組織
的対応の必要性

本講座では、様々な教育課題をかかえる学校の現状を踏
まえ、組織的対応の必要性、学校組織の一員として行動す
るマネジメント・マインドの重要性、学校・家庭・地域社会と
の連携の在り方などについて考察する。いじめの問題、不
登校や虐待の問題、発達障害理解の問題、保護者の問題
などは、組織的対応をいかにつくり出していくかが問題解決
のカギとなることを理解していきたい。

大和久　勝（元埼玉大学講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300062号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】「問い」を生きる教師
へ――教員の自己吟味力を高
めるために――

学校を巡る近年の状況の
変化

生きづらさを抱えて苦しんでいる子ども達が多い今、教員
の「心のバリアフリー」の理解が必要とされている。教師は
「自分を知る量」までしか、生徒を理解できない。問われる
のは、教師自身の「自己吟味力」である。なおも人間教育
（子どもが固有の「私」になる教育）を志すならば、常に問い
つづけるべき「自問」がある。学校を巡る近年の状況の変
化と、私自身の苦しかった教師経験を語りつつ、いくつかの
本源的な「自問」を提示して、受講者の自己理解に供した
い。

安積　力也（元基督教独立学園高等学校長） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300063号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】「聴く」教師・「待つ」
教師へ――日本聾話学校の教
育が問いかけてくること――

学校を巡る近年の状況の
変化

子どもが思春期以降、心のバリアのない真の自立をするた
めに、乳幼児期に経験しておくべきことは何なのか。そのた
めに幼稚園教員に何が問われているのか。先天性聴覚障
がい児の「言葉（音声言語）」を育てる教育を探求し続けて
きた日本聾話学校の現場からの知見を中心に、両親ガイ
ダンスのあり方を含め、近年の学校を巡る状況の変化や問
題提起的な話しをしたい。本講習は子どもの成長を支える
教員の参考となる内容が多く含まれていることから、幼稚
園教諭以外も対象とする。

安積　力也（元基督教独立学園高等学校長） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300064号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】子どもの貧困問題と
学校教育

学校を巡る近年の状況の
変化

学校を巡る状況の変化の中で、殊に問題化している貧困と
は何か。また貧困と子どもの成長に相関関係はあるのかを
検討した上で、子どもの生活実態のデータをもとに考察す
る。また、制定された「子供の貧困対策に関する大綱」の理
解のため、内容を解説する。その上で、学校現場で何がで
きるか、具体的に実践例を示しつつ考える。全ての子ども
が通う学校には、他の専門機関、地域の方々とも協力し、
総合的に子どもを支え、成長させていくプラットフォームとし
ての役割があることを確認する。

加藤　彰彦（沖縄大学　名誉教授） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300065号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

公益財団法人大
学セミナーハウ
ス

【選択必修】耳をひらく、心をひら
く――音から育む人間の豊かな
感性、創造性――

学校を巡る近年の状況の
変化

「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（29.2.20関係閣僚
会議にて決定）において、教員の「心のバリアフリー」の理
解のための取組みが必要とされたように、近年の学校を巡
る状況は大きく変化しており、その理解と対応が強く求めら
れている。本講座では、学校を巡る近年の状況の変化を学
ぶとともに、誰でも参加できるシンプルなアプローチで、素
直な感性を開き、世代や人種を越えた多様な人たちとのコ
ミュニケーション能力や、自由な創造性を養っていく（心の
バリアフリー）方法を、実践例を示しながら紐解いていく。

宮内　康乃（東京学芸大学　講師） インターネット 6時間
令和2年4月1日～
令和3年3月31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 9,000円 2,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月31日

令02-
80012-
300066号

042-676-8532
(内線： 9401)

https://home-
college.com/e-
learning/kyomen/

一般社団法人キ
リスト教学校教育
同盟

【選択必修】子どもの発達の理解
と実際

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

子どもたちの心にいったい何が起きているのか。心の発達
のバランスを崩した子どもたちをどのようにサポートするこ
とができるのか。そもそも完全にバランスのとれた子どもな
ど一人もいない。「生きにくさ」を抱えたすべての子どもたち
がいきいきと成長するために、学校はどのような環境を整
えられるのか。幼児・児童・生徒の発達について（発達障
害、軽度発達障害、虐待など）の理解を深め、子どもたちの
保健・食生活・安全面も含めて、病んでいる子どもたちと寄
り添うことのできる支援体制・連携体制の在り方を検討す
る。

田中　哲（都立小児総合医療センター　副院
長）
水口　洋（国際基督教大学　非常勤講師）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31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 9,600円 250人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
80026-
300024号

03-6233-8225
http://www.k-
doumei.or.jp

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】幼児教育に携わる
先生のために一人一人を大切に
する保育の推進～幼児期の特
別支援教育～

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

幼児期は個人差がとても大きい時期です。また子どもを取
り巻く環境や社会の変化に伴い、幼児教育現場では気にな
る子ども、苦戦している子どもが増えています。子どもたち
一人一人の発達に寄り添いながら、多様な視点から幼児を
理解し、成長を育む保育やチーム支援の在り方について学
びます。幼稚園、小学校両方の現場経験豊富な講師が演
習を交えながらわかりやすく講義を進めます。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校

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6月30日

令02-
80032-
301777号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】今求められる幼児教
育と小学校教育の接続

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

近年、学校を巡る状況は複雑に変化しており校種間連携及
び接続が重要視されています。とりわけ幼児教育と小学校
教育の接続は、今求められている大きな課題です。新幼稚
園教育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を身につけさせる過程において、愛着や発達に課題
を抱えた子どもへの組織的対応について事例を通して理解
を深めます。幼小接続の一層の推進と具現化について受
講者と一緒に検討し合い、学び合います。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校

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6月30日

令02-
80032-
301778号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】今求められる幼児教
育と小学校教育の接続

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

近年、学校を巡る状況は複雑に変化しており校種間連携及
び接続が重要視されています。とりわけ幼児教育と小学校
教育の接続は、今求められている大きな課題です。新幼稚
園教育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を身につけさせる過程において、愛着や発達に課題
を抱えた子どもへの組織的対応について事例を通して理解
を深めます。幼小接続の一層の推進と具現化について受
講者と一緒に検討し合い、学び合います。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校

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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301779号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】幼児教育に携わる
先生のために一人一人を大切に
する保育の推進～幼児期の特
別支援教育～

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

幼児期は個人差がとても大きい時期です。また子どもを取
り巻く環境や社会の変化に伴い、幼児教育現場では気にな
る子ども、苦戦している子どもが増えています。子どもたち
一人一人の発達に寄り添いながら、多様な視点から幼児を
理解し、成長を育む保育やチーム支援の在り方について学
びます。幼稚園、小学校両方の現場経験豊富な講師が演
習を交えながらわかりやすく講義を進めます。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校

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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301780号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】幼児教育等に携わ
る先生のための保護者と園との
「共育」を目指す子育ての支援

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

子どもたちの健やかな成長のためには、園と保護者が連携
して共に子育てに向かう姿勢が大切です。しかし、社会の
状況や様々な家庭環境を背景に孤立した子育てが行わ
れ、保護者が育児不安を抱える現状が見られます。保護
者・保育者・関係機関がつながりながら進める子育て支援
の実現と園の役割について、受講者とともに考えます。本
講座は、幼小連携の観点から小学校教諭・養護教諭も対
象とします。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
特定しない 6,000円 100人

令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
301781号

082-211-1030 http://www.aises.info
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】幼児教育等に携わ
る先生のための保護者と園との
「共育」を目指す子育ての支援

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

子どもたちの健やかな成長のためには、園と保護者が連携
して共に子育てに向かう姿勢が大切です。しかし、社会の
状況や様々な家庭環境を背景に孤立した子育てが行わ
れ、保護者が育児不安を抱える現状が見られます。保護
者・保育者・関係機関がつながりながら進める子育て支援
の実現と園の役割について、受講者とともに考えます。本
講座は、幼小連携の観点から小学校教諭・養護教諭も対
象とします。

佐藤　博子（相談員） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校

幼稚園、小学校
の教諭・養護教

諭向け
特定しない 6,000円 100人

令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301782号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】養護教諭が行うアセ
スメント

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

保健室は身体的不調を訴えれば、誰もが気軽に利用でき
る場所です。そのため、保健室には、様々な課題を抱えた
児童生徒が訪れます。病気やけがばかりではなく、学習や
対人不安、家族の問題であったりする場合も少なくありま
せん。養護教諭には、職種の特性や視点を活かしてアセス
メントすることが求められます。また、アセスメントの結果
を、どのように発信してチーム支援に生かすのか、実践例
を参考に、演習を通して研修します。

小玉　有子（弘前医療福祉大学　保健学部教
授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

養護教諭向け 特定しない 6,000円 100人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
301783号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】養護教諭が行うアセ
スメント

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

保健室は身体的不調を訴えれば、誰もが気軽に利用でき
る場所です。そのため、保健室には、様々な課題を抱えた
児童生徒が訪れます。病気やけがばかりではなく、学習や
対人不安、家族の問題であったりする場合も少なくありま
せん。養護教諭には、職種の特性や視点を活かしてアセス
メントすることが求められます。また、アセスメントの結果
を、どのように発信してチーム支援に生かすのか、実践例
を参考に、演習を通して研修します。

小玉　有子（弘前医療福祉大学　保健学部教
授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

養護教諭向け 特定しない 6,000円 100人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301784号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】すべての子どもが学
べる教室にー子どものアセスメン
トとUDLー

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

障害者差別解消法施行により、合理的配慮の提供は教育
現場でも義務となりました。本講座では、「合理的配慮」とは
何か、何のためにするのかをわかりやすく解説します。そ
の上で、様々な事例を通して、子どもの成長を支援するた
めに必要な合理的配慮のあり方や教育実践を紹介します。
また、基礎的環境整備や子ども理解の方法等も交えた内
容を、教職経験があり、現場の実態に即してわかりやすい
と定評のある講師が講演します。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301785号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】すべての子どもが学
べる教室にー子どものアセスメン
トとUDLー

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

障害者差別解消法施行により、合理的配慮の提供は教育
現場でも義務となりました。本講座では、「合理的配慮」とは
何か、何のためにするのかをわかりやすく解説します。そ
の上で、様々な事例を通して、子どもの成長を支援するた
めに必要な合理的配慮のあり方や教育実践を紹介します。
また、基礎的環境整備や子ども理解の方法等も交えた内
容を、教職経験があり、現場の実態に即してわかりやすい
と定評のある講師が講演します。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301786号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】キャリア教育の視点
を生かした主体的・対話的に深く
学び合う子どもの育成

進路指導及びキャリア教
育

対話的な学びを支える「傾聴・質問・承認」の対話スキル
(コーチング)を基盤に①授業における対話とは何か。②な
ぜ、「主体的・対話的で深い学び」が必要なのか。③グロー
バルな視点から見た教育の価値観と目的。④授業改善の
中核である協同学習の原理と技法。⑤授業改善の導入方
法と校内体制作りのポイント。これらを学び合いながら、
キャリア教育の目標である「生きる力」を育む視点と技法の
獲得を目指します。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　副学長） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301787号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】キャリア教育の視点
を生かした主体的・対話的に深く
学び合う子どもの育成

進路指導及びキャリア教
育

対話的な学びを支える「傾聴・質問・承認」の対話スキル
(コーチング)を基盤に①授業における対話とは何か。②な
ぜ、「主体的・対話的で深い学び」が必要なのか。③グロー
バルな視点から見た教育の価値観と目的。④授業改善の
中核である協同学習の原理と技法。⑤授業改善の導入方
法と校内体制作りのポイント。これらを学び合いながら、
キャリア教育の目標である「生きる力」を育む視点と技法の
獲得を目指します。

鈴木　建生（ユマニテク短期大学　副学長） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301788号

082-211-1030 http://www.aises.info
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】様々な課題解決の
ための組織的対応のあり方

様々な問題に対する組織
的対応の必要性

今後の「チーム学校」の動きを踏まえ、課題を抱える幼児・
児童・生徒、家庭を支えていくために、様々な立場の専門
家が協働し、機能する方策について検討する。また、教職
員間での判断や方針の共通理解の在り方や、組織体制づ
くり、校務分掌の明確化や全校（園）システムの確立、校内
研修等について、包括的な観点から解説し、生徒指導の組
織・体制の考え方の観点から、問題行動等への対応として
有効なチーム支援の進め方を事例をもとに考察する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301789号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】様々な課題解決の
ための組織的対応のあり方

様々な問題に対する組織
的対応の必要性

今後の「チーム学校」の動きを踏まえ、課題を抱える幼児・
児童・生徒、家庭を支えていくために、様々な立場の専門
家が協働し、機能する方策について検討する。また、教職
員間での判断や方針の共通理解の在り方や、組織体制づ
くり、校務分掌の明確化や全校（園）システムの確立、校内
研修等について、包括的な観点から解説し、生徒指導の組
織・体制の考え方の観点から、問題行動等への対応として
有効なチーム支援の進め方を事例をもとに考察する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301790号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学級経営と保護者対
応

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

幼児・児童生徒の基本的欲求である交流の欲求を満たす
良質のコミュニケーションの場を学級経営に組み込むこと
により，幼児・児童生徒相互のソーシャルボンドを構築さ
れ，不登校やいじめの未然防止につながるなど，幼児・児
童生徒に対する支援や学級経営のあり方について実践例
を元に解説する。また、保護者の意識分析を元に，保護者
の置かれている状況を理解し面談にどう生かすか，面接事
例を通じて解説する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301791号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学級経営と保護者対
応

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

幼児・児童生徒の基本的欲求である交流の欲求を満たす
良質のコミュニケーションの場を学級経営に組み込むこと
により，幼児・児童生徒相互のソーシャルボンドを構築さ
れ，不登校やいじめの未然防止につながるなど，幼児・児
童生徒に対する支援や学級経営のあり方について実践例
を元に解説する。また、保護者の意識分析を元に，保護者
の置かれている状況を理解し面談にどう生かすか，面接事
例を通じて解説する。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301792号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】やってみよう！ピア
サポート＜トレーニング編＞

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

多くの学校現場と協同し実際に不登校や非行の問題を解
決してきた講師が、コミュニケーションや課題解決の方法な
どの授業の進め方やポイントをたのしく解説します。学習指
導要領改訂の方向性を踏まえ、”友達同士で支え合い、主
体的に課題を解決すること”“自分の所属するコミュニティ
に寄与すること”そして“思いやりあふれる学校風土の醸
成”をねらいとしたピアサポートプログラムについて学びま
す。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301793号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】やってみよう！ピア
サポート＜トレーニング編＞

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

多くの学校現場と協同し実際に不登校や非行の問題を解
決してきた講師が、コミュニケーションや課題解決の方法な
どの授業の進め方やポイントをたのしく解説します。学習指
導要領改訂の方向性を踏まえ、”友達同士で支え合い、主
体的に課題を解決すること”“自分の所属するコミュニティ
に寄与すること”そして“思いやりあふれる学校風土の醸
成”をねらいとしたピアサポートプログラムについて学びま
す。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301794号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】コミュニケーション力
を育てる感情の学習　-社会性と
情動の学習（ＳＥＬ）の実際-

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

「空気が読めない」「すぐ切れる」といった感情にかかわる
問題を抱えた幼児・児童生徒が増えています。本講座で
は、こうした子どもたちへの対応に苦慮されている先生方
のために、世界ではすでに広く実践され、成果も実証されて
いる『社会性と情動の学習（ＳＥＬ）』をご紹介します。講師
は、全国各地の幼稚園、学校で高い評価と実績がある講
師陣です。明日からすぐに使えるミニ演習や楽しみながら
感情について学べる実践を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
山田　洋平（島根県立大学　人間文化学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301795号

082-211-1030 http://www.aises.info
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】コミュニケーション力
を育てる感情の学習　-社会性と
情動の学習（ＳＥＬ）の実際-

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

「空気が読めない」「すぐ切れる」といった感情にかかわる
問題を抱えた幼児・児童生徒が増えています。本講座で
は、こうした子どもたちへの対応に苦慮されている先生方
のために、世界ではすでに広く実践され、成果も実証されて
いる『社会性と情動の学習（ＳＥＬ）』をご紹介します。講師
は、全国各地の幼稚園、学校で高い評価と実績がある講
師陣です。明日からすぐに使えるミニ演習や楽しみながら
感情について学べる実践を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）
山田　洋平（島根県立大学　人間文化学部准
教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301796号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】子どもを育てる
PBISー開発的積極的生徒指導
の実際ー

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

ＰＢＩＳ（望ましい行動への介入とサポート）は、学校や学
年、あるいは学級で比較的容易に実践できる積極的な生
徒指導の手法です。望ましい行動を増やし、規範意識を育
てることにつながる手法で、高い教育効果が実証されてい
ます。これを日本の学校教育に合わせて効果的に導入し、
日常の教育活動に活かすにはどのようにしたらいいのかを
具体的に解説します。日本の実践例も紹介し、導入をイ
メージしやすいよう構成しています。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301797号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】子どもを育てる
PBISー開発的積極的生徒指導
の実際ー

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

ＰＢＩＳ（望ましい行動への介入とサポート）は、学校や学
年、あるいは学級で比較的容易に実践できる積極的な生
徒指導の手法です。望ましい行動を増やし、規範意識を育
てることにつながる手法で、高い教育効果が実証されてい
ます。これを日本の学校教育に合わせて効果的に導入し、
日常の教育活動に活かすにはどのようにしたらいいのかを
具体的に解説します。日本の実践例も紹介し、導入をイ
メージしやすいよう構成しています。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科
教授）

インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301798号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】ネットいじめ・SNS問
題の現状と対応策

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている
様々なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容
を講義します。現状の理解、未然防止策に加え、トラブルが
起こってしまった場合の解決のあり方を具体的な事例紹介
しながら学んでいきます。

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2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301799号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】ネットいじめ・SNS問
題の現状と対応策

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

近年、複雑化深刻化しているネットやスマホ問題、携帯や
LINEトラブル、ネットいじめ等、学校現場で起こっている
様々なSNSに関係した生徒指導上の問題に特化した内容
を講義します。現状の理解、未然防止策に加え、トラブルが
起こってしまった場合の解決のあり方を具体的な事例紹介
しながら学んでいきます。

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2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301800号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学びのユニバーサ
ルデザイン

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

「主体的・対話的で深い学び」が求められる今日、学習者自
らが自分に合った学び方を選んで学んでいく教室が「学び
のユニバーサルデザイン（UDL）」では実現できます。教室
には多様な学び方の学習者がいること、一斉指導では学び
の障壁が生じることを体験すること等を通じて、アクティブ
ラーニングである多様な学びを提供していく実践の在り方、
授業改善の方法を学んでいきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301801号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】学びのユニバーサ
ルデザイン

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

「主体的・対話的で深い学び」が求められる今日、学習者自
らが自分に合った学び方を選んで学んでいく教室が「学び
のユニバーサルデザイン（UDL）」では実現できます。教室
には多様な学び方の学習者がいること、一斉指導では学び
の障壁が生じることを体験すること等を通じて、アクティブ
ラーニングである多様な学びを提供していく実践の在り方、
授業改善の方法を学んでいきます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301802号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【選択必修】豊かな感情と社会性
を育む学習

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学級の中で気になる子どもについて聞くと、必ず感情のコン
トロールが未熟だったり、自己中心的な視点で行動したり
する子どもの話題があがります。その一方で我慢すること
を求めるだけで、他に方策を持てず悩んでいる教師も多く
います。本講座は、感情の発達、感情理解や感情表現、そ
して社会的な判断力などをどのように育てていくかを体験
的に学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年5月1日～
令和2年8月30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6月30日

令02-
80032-
301803号

082-211-1030 http://www.aises.info
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】豊かな感情と社会性
を育む学習

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学級の中で気になる子どもについて聞くと、必ず感情のコン
トロールが未熟だったり、自己中心的な視点で行動したり
する子どもの話題があがります。その一方で我慢すること
を求めるだけで、他に方策を持てず悩んでいる教師も多く
います。本講座は、感情の発達、感情理解や感情表現、そ
して社会的な判断力などをどのように育てていくかを体験
的に学びます。

髙橋　あつ子（早稲田大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年9月1日～
令和2年12月20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8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
301804号

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

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択必修】保育の課題

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

子どもを取り巻く社会環境、家庭環境の変化の中で、子ど
もの健やかな成長を支えるために、基本的生活習慣や生
活リズムの育成、養護と教育の一体化が求められている。
家庭の養育力、教育力の再生を保育者が支援していくため
には、幼稚園及び認定こども園における保育の質の向上
が欠かせない。
本講座では、保育の現代的課題を、養護機能の充実、子
育て支援の充実、保育の質の向上の視点から学ぶ。

鈴木　みゆき（独立行政法人　国立青少年教育
振興機構　理事長）
大豆生田　啓友（玉川大学　教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

幼稚園 特定しない 特定しない 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
301426号

03-3233-9550 http://kihoren.com/

一般社団法人キ
リスト教保育連盟

【選択必修】保育者論
学校、家庭及び地域の連
携及び協働

乳幼児期の保育には子どもに出会い、向き合い、その成長
発達を喜び、支える保育者の存在が必要である。
本講座では、保育者に求められている職務内容や倫理、遊
びを支える保育者の役割を確認する。また、保育者同士の
協働、地域との連携、保護者との連携、保育の質を高める
研修等、諸課題への取り組みを考えていく。

東　義也（尚絅学院大学　教授）
片山　知子（和泉短期大学　非常勤講師）
目良　秋子（白百合女子大学　教授）

インターネット 6時間
令和2年4月16日～
令和3年3月31日

幼稚園 特定しない 特定しない 9,600円 1,500人
令和2年3月16日～
令和3年3月30日

令02-
80038-
301427号

03-3233-9550 http://kihoren.com/

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

【選択必修】学校でしかできない
不登校･いじめの未然防止

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

不登校といじめの問題を取り上げ、その問題の未然防止を
中心に教師が学校で行える指導の工夫、配慮事項につい
て、教育相談の視点から講義を行います。不登校問題やい
じめの問題の変遷を把握し、どのように現代の教育問題と
して深刻化してきたのかを理解します。その上で、それらの
問題が生じる要因に着眼し、問題の早期発見と早期対応、
未然防止のために、教師、学校に求められることを明確に
します。

小林　正幸（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

小学校
中学校

特別支援学校
特定しない 特定しない 6,000円 1,500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301067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

【選択必修】教育の状況変化と学
習指導要領改訂の理解

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

国際学力調査によって示された日本の子どもの学力・学習
の現状を踏まえつつ、学習指導要領改訂に至る経緯およ
びその社会的背景（グローバル社会における能力像）につ
いて理解し、新学習指導要領のもとでの授業づくりの方向
性を考える。

竹川　慎哉（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301068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

【選択必修】新しい教育課程で目
指す「主体的・対話的で深い学
び」の創造

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

平成29年改訂の学習指導要領で提案されている主体的・
対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）をどう理解し学
校全体としてどう具現化していくかという喫緊の課題につい
て、生活科や総合的な学習の時間を中心とした探究的な学
習の授業づくりの視点から具体的な実践例にもとづきその
理論と実践の修得をめざす。
カリキュラム・マネジメントとの連動も視野に入れ、発達段
階に即した学びに向かう力や人間性、幼保小との連携・接
続など、これからの教育課程が目指す新たな教育観にも対
応する。

加納　誠司（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301069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

【選択必修】小学校外国語活動と
小中連携の英語教育の指導法と
理論

英語教育

小学校において文部科学省の学習指導要領を踏まえた、
外国語活動、及び外国語教育の基本的な理念と目標、入
門期の外国語教育において効果的な教授法、教材論、評
価論等をとりあげ、幼稚園（就学前）、小学校から中学校へ
と連携できる英語教育についてのシラバスや指導案の作成
や、語彙指導や発音指導等の実践的な指導方法の検討を
行う。

高橋　美由紀（愛知教育大学　教育学部教授）
清水　万里子（愛知教育大学　教育学部非常
勤講師）
米田　尚美（愛知教育大学　教育学部非常勤
講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

幼・小・中学校
（英語）教諭、特
別支援学校教諭

特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301070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

【選択必修】ICT活用指導力パ
ワーアップ講座～アクティブ・
ラーニング型の学びを実現する
ために～

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

ＩＣＴ機器を活用した授業づくりについて，講義とワークショッ
プをとおして以下の点について学習する。
○情報モラルを含む情報教育や教科指導におけるＩＣＴ活
用等の教育情報化の現状
○授業でのＩＣＴ利活用のポイント，活用方法と効果の結び
つけ
○学習内容・効果に照らした主要操作の実演・演習

江島　徹郎（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301071号

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

12 / 14 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】教育の情報化とICT
活用

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

21世紀をより良く生きるためのスキルとして、「生きる力」や
「情報活用能力」の育成が求められている。これに伴い学
校や教員に、果たすべき新たな役割や資質能力の向上が
期待されている。本講習では教育の情報化における動向を
踏まえ、3つの柱である「情報活用能力の育成」「教科指導
におけるICT活用」「校務の情報化」について俯瞰するととも
に、教育の情報化の効果的な活用法および指導力の向上
を目指す。

西野　和典（九州工業大学　教養教育院人文
社会系教授）
高橋　参吉（帝塚山学院大学　人間科学部情
報メディア学科教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部現代教育学
科教授）
山川　広人（公立千歳科学技術大学　理工学
部情報システム工学科専任講師）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301072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

【選択必修】幼稚園教諭が理解し
ておくべき『現代における子ども
の生活習慣の在り方』

学校を巡る近年の状況の
変化

子どもを取り巻く環境が激変しています。「親」になりきれて
いない保護者の増による「家庭環境」の変化、ゲームの進
化による「遊びの環境」の変化、ファーストフード、ファミリー
レストラン、コンビニの発展による「食環境」の変化、共働き
世帯、片親増加による生活習慣の乱れ等、子どもの健や
かな成長には様々な「課題」があります。課題を抱える子ど
もに対する、生活習慣の在り方を学習します。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301073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

【選択必修】幼稚園・幼保連携型
認定こども園を巡る状況の変化
と教育的・組織的支援の在り方

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

多様な子どもたちや家庭に応じた教育相談や関係機関と
の連携を要する事例が増加しています。障害のある園児等
の特別に配慮を要する子どもや保護者への相談支援、子
ども虐待ケースへの対応などの課題に対して現場で活かさ
れる子ども理解や、園内外での組織的支援について学び
ます。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
狩野　奈緒子（桜の聖母短期大学　生活科学
科教授）
坂本　真一（桜の聖母短期大学　生活科学科
教授）
後藤　真（桜の聖母短期大学　キャリア教養学
科准教）

インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301074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

【選択必修】道徳科の指導と評価 道徳教育

道徳科の授業について、これまでの「道徳の時間」の授業
とどこが異なり、どのように授業をつくっていけばよいのか。
深い学び、アクティブ・ラーニング、ルーブリック評価などを
キーワードとして授業づくりを考えていく。
なお、高等学校では「道徳科」は教科化されていないが、中
高一貫校における指導の可能性や、高等学校における学
級指導の観点から、高等学校教諭も対象とする。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22日

小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 1,500人

令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301075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

【選択必修】進路指導・キャリア
教育

進路指導及びキャリア教
育

文部科学省が推進している「キャリア教育」や「進路指導」
の定義、キャリア教育が必要となった背景や意義を解説す
るとともに、（1）幼児・児童・生徒たちを取り巻く環境の変化
への対応、（2）学校から社会への移行をめぐる課題、及び
（3）子どもたちの生活・意識の変容と対応の3つの視点を中
心に、学校教育で求められている「進路指導・キャリア教
育」について解説する。

芳田　茂樹（大手前大学　現代社会学部教授） インターネット 6時間
令和2年6月1日～
令和2年8月22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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年6月17日

令02-
90030-
301076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

【選択必修】学校でしかできない
不登校･いじめの未然防止

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

不登校といじめの問題を取り上げ、その問題の未然防止を
中心に教師が学校で行える指導の工夫、配慮事項につい
て、教育相談の視点から講義を行います。不登校問題やい
じめの問題の変遷を把握し、どのように現代の教育問題と
して深刻化してきたのかを理解します。その上で、それらの
問題が生じる要因に着眼し、問題の早期発見と早期対応、
未然防止のために、教師、学校に求められることを明確に
します。

小林　正幸（東京学芸大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

小学校
中学校

特別支援学校
特定しない 特定しない 6,000円 1,500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301077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

【選択必修】教育の状況変化と学
習指導要領改訂の理解

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

国際学力調査によって示された日本の子どもの学力・学習
の現状を踏まえつつ、学習指導要領改訂に至る経緯およ
びその社会的背景（グローバル社会における能力像）につ
いて理解し、新学習指導要領のもとでの授業づくりの方向
性を考える。

竹川　慎哉（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301078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

【選択必修】新しい教育課程で目
指す「主体的・対話的で深い学
び」の創造

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

平成29年改訂の学習指導要領で提案されている主体的・
対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）をどう理解し学
校全体としてどう具現化していくかという喫緊の課題につい
て、生活科や総合的な学習の時間を中心とした探究的な学
習の授業づくりの視点から具体的な実践例にもとづきその
理論と実践の修得をめざす。
カリキュラム・マネジメントとの連動も視野に入れ、発達段
階に即した学びに向かう力や人間性、幼保小との連携・接
続など、これからの教育課程が目指す新たな教育観にも対
応する。

加納　誠司（愛知教育大学　教育学部准教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301079号

042-329-7120
https://www.el-
kyouinsaiyou.jp/
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学校種
免許職種、教科

等
職務経験等

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

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

【選択必修】小学校外国語活動と
小中連携の英語教育の指導法と
理論

英語教育

小学校において文部科学省の学習指導要領を踏まえた、
外国語活動、及び外国語教育の基本的な理念と目標、入
門期の外国語教育において効果的な教授法、教材論、評
価論等をとりあげ、幼稚園（就学前）、小学校から中学校へ
と連携できる英語教育についてのシラバスや指導案の作成
や、語彙指導や発音指導等の実践的な指導方法の検討を
行う。

高橋　美由紀（愛知教育大学　教育学部教授）
清水　万里子（愛知教育大学　教育学部非常
勤講師）
米田　尚美（愛知教育大学　教育学部非常勤
講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

幼・小・中学校
（英語）教諭、特
別支援学校教諭

特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301080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

【選択必修】ICT活用指導力パ
ワーアップ講座～アクティブ・
ラーニング型の学びを実現する
ために～

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

ＩＣＴ機器を活用した授業づくりについて，講義とワークショッ
プをとおして以下の点について学習する。
○情報モラルを含む情報教育や教科指導におけるＩＣＴ活
用等の教育情報化の現状
○授業でのＩＣＴ利活用のポイント，活用方法と効果の結び
つけ
○学習内容・効果に照らした主要操作の実演・演習

江島　徹郎（愛知教育大学　教育学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

幼稚園
小学校
中学校

特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301081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

【選択必修】教育の情報化とICT
活用

教育の情報化（情報通信
技術を利用した指導及び
情報教育（情報モラルを
含む。）等）

21世紀をより良く生きるためのスキルとして、「生きる力」や
「情報活用能力」の育成が求められている。これに伴い学
校や教員に、果たすべき新たな役割や資質能力の向上が
期待されている。本講習では教育の情報化における動向を
踏まえ、3つの柱である「情報活用能力の育成」「教科指導
におけるICT活用」「校務の情報化」について俯瞰するととも
に、教育の情報化の効果的な活用法および指導力の向上
を目指す。

西野　和典（九州工業大学　教養教育院人文
社会系教授）
高橋　参吉（帝塚山学院大学　人間科学部情
報メディア学科教授）
西端　律子（畿央大学　教育学部現代教育学
科教授）
山川　広人（公立千歳科学技術大学　理工学
部情報システム工学科専任講師）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301082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

【選択必修】幼稚園教諭が理解し
ておくべき『現代における子ども
の生活習慣の在り方』

学校を巡る近年の状況の
変化

子どもを取り巻く環境が激変しています。「親」になりきれて
いない保護者の増による「家庭環境」の変化、ゲームの進
化による「遊びの環境」の変化、ファーストフード、ファミリー
レストラン、コンビニの発展による「食環境」の変化、共働き
世帯、片親増加による生活習慣の乱れ等、子どもの健や
かな成長には様々な「課題」があります。課題を抱える子ど
もに対する、生活習慣の在り方を学習します。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301083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

【選択必修】幼稚園・幼保連携型
認定こども園を巡る状況の変化
と教育的・組織的支援の在り方

学校を巡る近年の状況の
変化
様々な問題に対する組織
的対応の必要性

多様な子どもたちや家庭に応じた教育相談や関係機関と
の連携を要する事例が増加しています。障害のある園児等
の特別に配慮を要する子どもや保護者への相談支援、子
ども虐待ケースへの対応などの課題に対して現場で活かさ
れる子ども理解や、園内外での組織的支援について学び
ます。

堺　秋彦（桜の聖母短期大学　生活科学科教
授）
狩野　奈緒子（桜の聖母短期大学　生活科学
科教授）
坂本　真一（桜の聖母短期大学　生活科学科
教授）
後藤　真（桜の聖母短期大学　キャリア教養学
科准教）

インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

幼稚園 幼稚園教諭 特定しない 6,000円 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301084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

【選択必修】道徳科の指導と評価 道徳教育

道徳科の授業について、これまでの「道徳の時間」の授業
とどこが異なり、どのように授業をつくっていけばよいのか。
深い学び、アクティブ・ラーニング、ルーブリック評価などを
キーワードとして授業づくりを考えていく。
なお、高等学校では「道徳科」は教科化されていないが、中
高一貫校における指導の可能性や、高等学校における学
級指導の観点から、高等学校教諭も対象とする。

石丸　憲一（創価大学　教職大学院教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22日

小学校
中学校

高等学校
特定しない 特定しない 6,000円 1,500人

令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301085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

【選択必修】進路指導・キャリア
教育

進路指導及びキャリア教
育

文部科学省が推進している「キャリア教育」や「進路指導」
の定義、キャリア教育が必要となった背景や意義を解説す
るとともに、（1）幼児・児童・生徒たちを取り巻く環境の変化
への対応、（2）学校から社会への移行をめぐる課題、及び
（3）子どもたちの生活・意識の変容と対応の3つの視点を中
心に、学校教育で求められている「進路指導・キャリア教
育」について解説する。

芳田　茂樹（大手前大学　現代社会学部教授） インターネット 6時間
令和2年8月3日～
令和2年11月22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 1,500人
令和2年3月17日～
令和2年10月8日

令02-
90030-
301086号

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