
各講座における持参物及び諸連絡等について 2018/6/25

開講日 領域 講座No 担当講師名 講座名 諸連絡

選択 301 片山昭彦 体育･スポーツ指導のスキルアップ

動きやすい服装にてご参加下さい。実技講義において、ダンス室を使用しますので、体育館
シューズをご持参ください。また、水分補給用の飲料（学内購入可）、タオル等もご持参下さ
い。実技講義は、決して激しい運動はいたしません。レクリエーションを含め、「楽しく学ぶ」体
験ができることを目標に講義を進めますので、リラックスしてご参加下さい。当日の体調に合
わせて、見学等もOKです。学生食堂にて、昼食を題材にして講義を実施します。昼食代は、
個人負担となります。お昼休みのお時間は、別に確保しますので、ご安心下さい。
先生方ご自身の健康に関しても、振り返る機会にしてください。元気な毎日を送るためのヒン
トについて、健康の視点から、みなさんと一緒に考えて、そして体験したいと思います。ご不明
な点がございましたら、『 かたやまemail : kata@sg-u.ac.jp 』まで遠慮なくご連絡下さい。当日
お会いできることを、楽しみにしております。

選択 302 大木祐治 ストレスの心理学① シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 303 深井克彦
POWERPOINTのデータをクラウドアプリで
作成する。①

以下のＵＲＬに掲載しておりますので、ご確認ください。
https://edukf.org/hp/18kouza/pro/jyunbi.html

選択 304
田中紘一、高見京
子

学校図書館を活かすために

１．講習で使用する資料は、当日、プリントしたものを配付します。
２．この１年間に読んだ本の中から、受講者の皆さんに紹介したい本を１冊持参してください
（ビブリオバトルで使うことがあります）。
３．学校図書館と公共図書館との違いは何か、考えておいてください。

選択 305 佐藤友光子 人口減少社会の家族と子ども① シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。
選択 306 佐藤友光子 人口減少社会の家族と子ども② 講習No305と同様です。

選択 307 逢坂十美
体つくりの展開
～ゲームや運動あそびを通して～

・体育館シューズを必ずご持参下さい。試験は教室で行いますが、講習は体育館での実施と
なります。動きやすい服装（体操服、ジャージ、Tシャツ等）でご参加下さい。
・体育館は も暑い時には30度を越えることがあります。熱中症対策（当日の飲み物、タオ
ル、着替えの準備、前日の充分な睡眠等）は各自で行って下さい。

選択 308 近藤剛 学校教育と体育・スポーツの歴史的展開 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。
選択 309 中西ウェンディ イギリス・アメリカ・日本の文化比較 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 310 深井克彦
POWERPOINTのデータをクラウドアプリで
作成する。②

講習No303と同様です。

選択 311 羅佳 高齢期の生活とケアを理解する
１．講習で使用する資料やレジュメは、当日にプリントしたものを配付します。
２．筆記用具をご用意ください。

7月30日(月) 必修 101 野崎晃広、藤本駿
学校現場を取り巻く多様な子ども達の現
状と教職の諸課題

受講者の準備物は、筆記用具のみです。

選択必修 201 山口孔丹子、大木祐治 教育相談・カウンセリング
受講者の皆様には、講義では事例を挙げ、小グループでの話し合いを行っていただきます。
積極的に話し合いにご参加下さい。

選択必修 202 六車治、元井一郎
学校組織の変容と学校組織を巡る政策と
法規

シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択必修 203 川又実、山森宙史 情報通信技術をめぐる現状と課題

受講者は、講座のテキストは当日配布します。お使いの携帯電話と筆記用具をご持参くださ
い。
また、事前の参考文献として『スマホチルドレン対応マニュアル』 竹内和雄　中公新書ラクレ
（864円）を紹介しておきます。

選択 312 中澤加代
小学校外国語活動を楽しみながら教えよ
う！（未経験者対象）

1．持参物について
　　『Hi, friends! ①』『Hi, friends! ②』（準備可能であればご持参ください。）
　　その他の小学校外国語活動関係のテキスト教材（お持ちであればご持参ください）
2．筆記用具をご持参ください。
3．講習事前アンケートについて
　　件名に「2018年度免許更新講習 312受講者」、本文に「氏名」と「所属（〇〇小学校）」を明
記したメールを７月6日（金）までにknakazawa@sg-u.ac.jpまで送信してくださいますようお願い
申し上げます。
　　＊７月6日（金）以降、講習事前アンケートを実施（メールにて配信）させていただきます。

選択 313 野崎晃広
教室で生かすABA（応用行動分析学）①
～発達凹凸や発達問題のある子どもに対
する支援方法の創造！～

受講者の準備物は、筆記用具としますが、受講に際して次の点をご留意下さい。①これまで
の教育実践(保育現場含む)から対応をしてきた子ども、児童生徒、家庭などに対するご自身
の対応について、課題を考えてもらいますので、受講生なりに、各自振り返りをしてきて受講
をして下さい。②講座は、大きな教室を予定しているため、お座席によっては寒い暑いが生じ
る可能性があるかもしれませんでの、心配な方は必ず羽織るものをご持参下さい。

選択 314 清水幸一
幼児・小学生のための自然体験活動の理
論と実際①

講義と実習形式で行います。基本的に実技（実習）は屋外（大学キャンパス内）で行います。
活動しやすい服装、帽子、タオル、運動靴、飲み物を用意して下さい。また、雨天時や、気温
が高い場合は、ダンススタジオで実習をします。上靴も用意して下さい。
熱中症対策（飲み物の準備、前日の充分な睡眠等）よろしくお願いします。講習に関しての要
望、ご不明な点がございましたら、kshimizu@sg-u.ac.jpまで遠慮なくご連絡下さい。

選択 315 松村武夫
幼稚園教諭・小学校教諭を対象とした色
彩構成教室①

シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 316 李静淑 社会保障と学習支援 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。
選択 317 大木祐治 ストレスの心理学② 講習No302と同様です。

選択 318 菅田浩一
文学教育の意義と実践
―『不思議の国のアリス』を読む―

英和辞書（電子辞書でも可）をご持参下さい。

選択 319 仙石桂子
創造的なグループ活動（即興演劇）を通し
て考える学び①

動きやすい格好で、筆記用具持参でお願いします。

選択 320 伊藤松雄 善通寺市二千年の風景を体感する 街並散策（1コマ分）を行ないますので、服装と飲み物は各自準備ください。
選択 321 チェレシネーシラースロー 語彙の学習 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

下記の通り、各講座における持参物・諸連絡等を一覧にしましたので、ご確認下さい。

その他、下記以外の講座に関しましてはシラバスに記載してあるとおりです。受講予定のすべての講座につきまして、いま一度、下記と併せてシラバスをご確認の上、
持参物の記載がございましたらお忘れにならないようにご注意下さい。

ご自身の受講講座がございましたら、記載の持参物等をお忘れにならないようにお願い致します。また、服装等の諸連絡等にもご留意下さい。

※なお、各講座の詳細に関するお問い合わせにつきましては、お電話ではご回答できかねますのでご了承下さい。

7月28日(土)

7月29日(日)

7月31日(火)

8月1日(水)

8月2日(木)
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下記の通り、各講座における持参物・諸連絡等を一覧にしましたので、ご確認下さい。

その他、下記以外の講座に関しましてはシラバスに記載してあるとおりです。受講予定のすべての講座につきまして、いま一度、下記と併せてシラバスをご確認の上、
持参物の記載がございましたらお忘れにならないようにご注意下さい。

ご自身の受講講座がございましたら、記載の持参物等をお忘れにならないようにお願い致します。また、服装等の諸連絡等にもご留意下さい。

※なお、各講座の詳細に関するお問い合わせにつきましては、お電話ではご回答できかねますのでご了承下さい。

選択 322 大山治彦
性同一性障害とLGBTIの子どもの理解
―多様なセクシュアリティについて学ぶ―
①

1．テキストでありませんが、次の図書は、ぜひお読みください。
①薬師実芳ほか著（2014）『LGBTってなんだろう?--からだの性・こころの性・好きになる性』合
同出版
②セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク編（2012）『セクシュアルマイノリティ 第3版』明
石書店
2．色鉛筆や細い色マジックなどをご用意ください。
3．受講当日までに、下記のサイトをご覧になっておいてください。
①「自分の性に揺らぐ中学生・高校生の君たちへ　　大人からのメッセージ　君のままでい
い.jp」　　http://kiminomamadeii.jp/
②「10スタート」　　http://www.10-start.com/
4.講習プログラムの都合上、昼休みを含む休み時間の開始・終了時刻が、他のクラスとは異
なります。あらかじめご承知おきください。

選択 323 塩田寛幸 小学英語の扉を開ける鍵 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 324 会沢勲
発達障害概論：発達障碍児の発達過程と
支援の実際

１．教科書：『発達障害児とその家族を支える－香川県丸亀市の挑戦－』学文社．
教室配布はしないので、講習までに入手しておいてください。
２．文科省 HP 記載の特別支援教育については予備知識として持っておいてください。

選択 325 仙石桂子
創造的なグループ活動（即興演劇）を通し
て考える学び②

講習No319と同様です。

8月4日(土) 必修 102 野崎晃広、藤本駿
学校現場を取り巻く多様な子ども達の現
状と教職の諸課題(幼稚園教諭向け)

講習No101と同様です。

選択必修 204 山口孔丹子、大木祐治 教育相談・カウンセリング(幼稚園教諭向 講習No201と同様です。

選択必修 205
元井一郎、吉田美
奈

学校組織の変容と学校組織を巡る政策と
法規(幼稚園教諭向け)

講習No202と同様です。

選択必修 206 川又実、山森宙史 情報通信技術をめぐる現状と課題 講習No203と同様です。

選択 326 片山昭彦 学校教育現場に活かす健康管理

健康管理の3要素「栄養」「運動」「休養」の中から、「運動（身体活動）」に関して考察を進めま
す。座学だけでなく、実際に身体を動かしながら「楽しく学ぶ」体験を通して、健康管理をみな
さんでごいっしょに学んでいきたいと思います。動きやすい服装にてご参加下さい。実技講義
において、ダンス室を使用しますので、体育館シューズをご持参ください。また、水分補給用
の飲料（学内購入可）、タオル等もご持参下さい。激しい運動ではなく、楽しい運動、おもしろ
い運動です。当日の体調に合わせて、見学等もOKです。「栄養」に関して、学生食堂にて、昼
食を題材にして講義があります。昼食代は、個人負担となります。お昼休みのお時間は、別
に確保しますので、ご安心下さい。
まずは先生方ご自身のための健康管理について考えてみたいと思います。ご不明な点がご
ざいましたら、『 かたやまemail : kata@sg-u.ac.jp 』まで遠慮なくご連絡下さい。当日お会いで
きることを、楽しみにしております。

選択 327 カロルドナルド
会話の教え方（ONLY ENGLISH
TEACHERS！ ）

シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 328 清水幸一
幼児・小学生のための自然体験活動の理
論と実際②

講習No314と同様です。

選択 329 野崎晃広
教室で生かすABA（応用行動分析学）②
～発達凹凸や発達問題のある子どもに対
する支援方法の創造！～

講習No313と同様です。

選択 330 杉本孝作、伊藤松雄、林俊夫
身近な生活の中での自然現象を実験・実
習で確かめてみよう

シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 331 西村和宏
演劇ワークショップで体感する『対話型授
業』①

激しい運動をすることはありませんが、体を動かしたり演技をしますので、動きやすい服装で
ご参加ください。また、ダンス室での実施になりますので上靴をご持参ください。

選択 332 漆原光徳
子どもの肥満の理解と、学校における指
導法

講習日当日、ご希望の受講者の方には、本学の講義で用いているテキスト「大学ダイエット講
義」（二見書房、2013年4月発刊）を、当講習内容の参考書として販売させて頂きます。
定価は、1400円＋税です。

選択 333 重永哲也 背理法の哲学史 シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 334 大山治彦
性同一性障害とLGBTIの子どもの理解 ―多
様なセクシュアリティについて学ぶ―② 講習No322と同様です。

選択 335 伊藤松雄 地域の景観を考える　ー世界遺産を通じて－ シラバスをご確認ください。特に記載がない場合は、諸連絡等はありません。

選択 336 松村武夫
幼稚園教諭・小学校教諭を対象とした色
彩構成教室②

講習No315と同様です。

選択 337 西村和宏
演劇ワークショップで体感する『対話型授
業』②

講習No.331と同様です。

8月9日(木) 必修 103 野崎晃広、藤本駿
学校現場を取り巻く多様な子ども達の現
状と教職の諸課題

講習No101と同様です。

選択必修 207 山口孔丹子、大木祐治 教育相談・カウンセリング 講習No201と同様です。

選択必修 208 六車治、元井一郎
学校組織の変容と学校組織を巡る政策と
法規

講習No202と同様です。

選択必修 209 川又実、山森宙史 情報通信技術をめぐる現状と課題 講習No203と同様です。

8月3日(金)

8月5日(日)

8月6日(月)

8月7日(火)

8月8日(水)

8月10日(金)
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