
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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。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）
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2年4月1日～
令和2年11月15日

6,000円 600人
令和2年2月16日～
令和2年7月31日

令02-
30045-
100004号

022-233-2211 https://www.tfu.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。

小岩　信義（人間科学部教授）
萩原　豪人（人間科学部准教授）
青木　清（元人間総合科学大学人間科学部教
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2年4月1日～
令和2年11月29日

8,000円 350人
令和2年3月16日～
令和2年8月31日

令02-
30104-
100651号

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

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2年6月1日～
令和2年8月16日

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-
100061号

047-365-1111
(内線： 3047)

http://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（児童学部准教授）
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2年6月1日～
令和2年8月16日

6,000円 65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-
100062号

047-365-1111
(内線： 3047)

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

桜美林大学 【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（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（教職センター准教授）
池田　美樹（リベラルアーツ学群講師）
石黒　康夫（教職センター教授）

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

9,600円 5,000人
令和2年2月16日～
令和3年3月30日

令02-
30142-
100011号

042-797-9914
(内線： 6350)

https://www.obirin.ac.j
p/kyomen/
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令和2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

玉川大学
【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2年4月23日～
令和2年6月7日

6,000円 600人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
100734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

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2年6月18日～
令和2年8月16日

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-
100735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

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2年10月1日～
令和2年11月29日

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-
100736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

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2年12月10日～
令和3年2月7日

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
100737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)

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2年4月23日～
令和2年6月7日

6,000円 600人
令和2年3月16日～
令和2年5月15日

令02-
30186-
100738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)

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2年6月18日～
令和2年8月16日

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-
100739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)

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2年10月1日～
令和2年11月29日

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-
100740号

042-739-7097 http://tamagawa.jp
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令和2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

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)

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2年12月10日～
令和3年2月7日

6,000円 300人
令和2年11月9日～

令和3年1月8日

令02-
30186-
100741号

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

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。◆認定試験は会場受験。

所澤　潤（こども心理学部教授）
大橋　恵（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

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-
100059号

03-5813-2530
http://license.tokyomir
ai.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2年4月1日～
令和3年1月24日

6,000円 100人
令和2年2月17日～
令和2年7月31日

令02-
30244-
100002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2年5月7日～
令和2年12月27日

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-
100069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。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）
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2年7月20日～
令和2年8月23日

6,000円 599人
令和2年2月16日～
令和2年6月20日

令02-
30283-
100019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。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）
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2年10月20日～
令和2年11月22日

6,000円 599人
令和2年2月16日～
令和2年9月20日

令02-
30283-
100020号

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

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2年6月9日～
令和2年7月19日

6,000円 200人
令和2年3月16日～

令和2年5月8日

令02-
30328-
100572号

058-214-9064 http://www.gijodai.ac.jp
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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2年7月9日～
令和2年8月30日

6,000円 200人
令和2年5月11日～

令和2年6月5日

令02-
30328-
100573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2年8月6日～
令和2年9月27日

6,000円 200人
令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
100574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2年10月8日～
令和2年11月15日

6,000円 200人
令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
100575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2年6月9日～
令和2年7月19日

6,000円 200人
令和2年3月16日～

令和2年5月8日

令02-
30328-
100576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2年7月9日～
令和2年8月30日

6,000円 200人
令和2年5月11日～

令和2年6月5日

令02-
30328-
100577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2年8月6日～
令和2年9月27日

6,000円 200人
令和2年6月8日～
令和2年7月3日

令02-
30328-
100578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2年10月8日～
令和2年11月15日

6,000円 200人
令和2年8月24日～
令和2年9月11日

令02-
30328-
100579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。

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2年4月13日～
令和3年3月28日

6,000円 10,000人
令和2年3月16日～
令和3年2月26日

令02-
30364-
100548号

052-411-1114 https://e-kyoin.jp
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令和2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」
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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。

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）
山田　敏晴（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2年7月21日～
令和2年8月21日

6,000円 800人
令和2年4月3日～
令和2年4月17日

令02-
50451-
100597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

【必修】教育の最新事情

「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2年4月1日～
令和3年3月31日

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-
100023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】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。

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2年4月1日～
令和3年3月31日

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-
100024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

【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。

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2年4月1日～
令和3年3月31日

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-
100025号

042-676-8532
(内線： 9401)

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情

世界的視野から教育学や教育心理学の最新知見を紹介
し、これから求められる教育課題解決への方策について解
説します。中でも学力向上、不登校・非行の未然防止、子ど
もの自尊心の向上等にめざましい成果をあげている包括的
生徒指導アプローチ「誰もが行きたくなる学校づくり」を、プ
ロジェクトチームの一員である講師が実践事例を交えなが
ら全体像を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
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

6,000円 200人
令和2年4月1日～
令和2年6月30日

令02-
80032-
100818号

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

公益社団法人学
校教育開発研究
所

【必修】教育の最新事情

世界的視野から教育学や教育心理学の最新知見を紹介
し、これから求められる教育課題解決への方策について解
説します。中でも学力向上、不登校・非行の未然防止、子ど
もの自尊心の向上等にめざましい成果をあげている包括的
生徒指導アプローチ「誰もが行きたくなる学校づくり」を、プ
ロジェクトチームの一員である講師が実践事例を交えなが
ら全体像を紹介します。

栗原　慎二（広島大学大学院　教育学研究科教
授）
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

6,000円 200人
令和2年8月1日～
令和2年10月31日

令02-
80032-
100819号

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

5 / 6 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

令和2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。

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　教育学部准教授）
大伴　潔（東京学芸大学　教育学部教授）
松尾　直博（東京学芸大学　教育学部准教授）

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

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-
100509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。

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

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-
100510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。

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　教育学部准教授）
大伴　潔（東京学芸大学　教育学部教授）
松尾　直博（東京学芸大学　教育学部准教授）

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

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-
100511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。

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

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-
100512号

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