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2018 年 7 月 6 日 
受講生各位

四国学院大学

リエゾン・センター

2018 年度教員免許状更新講習について（ご連絡） 

このたびは、本学の教員免許状更新講習にお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。

受講講座および開催日時をご確認の上、受講に向けた所定の手続き並びに準備をお願いします。

●１．受講料の支払いについて

受講料は「受講料振込用紙」を用い、7 月 20 日（金）まで に各コンビニエンスストアにてお振込ください。

期日を過ぎますと受講できない可能性もあります。なお、事務手数料として 200 円をいただいております。 
※コンビニエンスストアのみでのお振込となっております。銀行窓口等でのお振込には対応しておりません。

※お支払いできるコンビニエンスストアについては、送付いたします「受講料振込用紙」に記載しております。

(講習辞退におけるキャンセル料について) 
受講料入金後に受講を辞退する場合、受講料からキャンセル料を差し引いた額を返金いたします。

返金時における振込手数料は受講者負担となりますのでご了承ください。

なお、原則として申し込み完了後の講習の変更については、認められません。また、受講日当日によるキャ

ンセルは、いかなる事由があっても返金できません。

講習辞退日 キャンセル料

入金後～7 月 25 日(水)まで 1 講座につき 2,000 円 
7 月 26 日(木)以降 返金なし

●２．受講当日の持参物について

 本学教員免許状更新講習ホームページに掲載しております「各講座における持参物及び諸連絡等」をご確

認いただき、受講する講習の準備物等をご準備ください。

※講座によっては、講習前の事前アンケートやテキスト等の準備物・服装の指定等がありますので、必ずシ

ラバスと併せてご確認ください。

(受講生共通持参物について) 
・「受講票」…(受講申込書と同一の顔写真を貼付) 
→ 試験時の出欠確認にも用いますので、必ず印刷し、持参してください。

・「印鑑」…(各講座の出席簿押印用。シャチハタ可) 
・「筆記用具」

・「座布団(クッション)・ひざかけ等」…(任意) 
→ 教室によっては、座席配置の関係でエアコンがよく効き、肌寒く感じる可能性があります。ご自身の体調

に合わせてご準備ください。

●３．受講日当日の流れについて

講習開始時間は 9 時 10 分です。受付は設けませんので、別紙 1 に記載している教室一覧をご確認いた

だき、各教室へ開始時間までに入室してください。

各教室に出席簿を用意しますので、担当講師の指示に従い必ず押印してください（午前・午後２回押印の

必要があります）。押印がない講座は受講したことが認められません。
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●４．昼食について 
教員免許状更新講習期間中は、大学生協食堂が営業しますので、ご利用ください。また、食堂隣の聖恵館

をフリースペースとして開放しています。なお、平日は本学の通常授業期間ですので、本学学生も食堂を利用

します。 
※ 大学生協食堂 営業時間 平日：10：30～13：30 / 土日：11：30～13：30 

 
●５．駐車場のご利用について 

更新講習期間中は、駐車場の混雑が予想されます。出来るだけお乗り合わせいただくか、あるいは公共交

通機関のご利用も検討いただき、時間に余裕をもってお越しください。本学立体駐車場が満車の場合は、恐

れ入りますが市営駐車場などをご利用ください。 
本学立体駐車場を初めて利用する際、ゲートで「駐車券」を発券して入場してください。 
駐車場利用料金は、通常 1 回 300 円ですが、1 回 100 円になる駐車カードを特別に準備しています。ご

入場後、休憩時間等にて別紙 2 に記載しているリエゾン・センターでお買い求めください。 
また、更新講習期間中にご使用いただける「更新講習定期券」についても、1枚 500円にて販売いたします

ので、ご検討ください。 
 
 

以上、他にご不明な点がございましたら、リエゾン・センター(0877-62-2208)までお問い合わせください。 

四国学院大学 リエゾン・センター 
TEL ：0877-62-2208 
    0877-62-2111(本学代表電話) 
E-mail：koushin@sg-u.ac.jp 



 2018年度　教員免許状更新講習会場一覧
教室は予定であり、変更の可能性があります。

開講日 領域 講座No 担当講師名 講座名 教室1 教室2 備考

選択 301 片山昭彦 体育･スポーツ指導のスキルアップ 826(8号館2F) ダンススタジオ ※

選択 302 大木祐治 ストレスの心理学① 711(7号館1F)

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。① 713(7号館1F)

選択 304 田中紘一、高見京子 学校図書館を活かすために 422(4号館2F)

選択 305 佐藤友光子 人口減少社会の家族と子ども① 514(5号館1F)

選択 306 佐藤友光子 人口減少社会の家族と子ども② 514(5号館1F)

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～ 第一体育館 512(5号館1F) ※

選択 308 近藤剛 学校教育と体育・スポーツの歴史的展開 423(4号館2F)

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 513(5号館1F)

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。② 713(7号館1F)

選択 311 羅佳 高齢期の生活とケアを理解する 422(4号館2F)

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 711(7号館1F)

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 615(6号館1F)

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 623(6号館2F)

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 411(4号館1F)

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） 423(4号館2F)

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！～ 711(7号館1F)

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① 826(8号館2F) ダンススタジオ ※

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① 636(AVI)(6号館3F)

選択 316 李静淑 社会保障と学習支援 526(5号館2F)

選択 317 大木祐治 ストレスの心理学② 711(7号館1F)

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― 423(4号館2F)

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 プレイルーム

選択 320 伊藤松雄 善通寺市二千年の風景を体感する 521(5号館2F)

選択 321 チェレシネーシラースロー 語彙の学習 513(5号館1F)

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―① 834(8号館3F)

選択 323 塩田寛幸 小学英語の扉を開ける鍵 513(5号館1F)

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 711(7号館1F)

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 プレイルーム

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) 711(7号館1F)
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(幼稚園教諭向け) 615(6号館1F)
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) 623(6号館2F)

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 411(4号館1F)

選択 326 片山昭彦 学校教育現場に活かす健康管理 826(8号館2F) ダンススタジオ ※

選択 327 カロルドナルド 会話の教え方（ONLY ENGLISH TEACHERS！ ） 513(5号館1F)

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② 834(8号館3F) ダンススタジオ ※

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！～ 711(7号館1F)

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 712(7号館1F) 第四体育室 ※

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 ダンススタジオ

7月31日(火)

7月29日(日)

7月28日(土)

8月6日(月)

8月5日(日)

8月3日(金)

8月2日(木)

8月1日(水)
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 2018年度　教員免許状更新講習会場一覧
教室は予定であり、変更の可能性があります。

開講日 領域 講座No 担当講師名 講座名 教室1 教室2 備考

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 711(7号館1F)

選択 333 重永哲也 背理法の哲学史 513(5号館1F)

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―② 834(8号館3F)

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ー 711(7号館1F)

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② 636(AVI)(6号館3F)

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 ダンススタジオ

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 711(7号館1F)
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 615(6号館1F)
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 623(6号館2F)

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 411(4号館1F)

【留意事項】
 ・「備考欄」※は、教室が複数ある講座となっています。この場合、最初の集合は「教室1」でお願いします。

 ・第四体育室は学内案内図では「道場」と記載されています。
 ・講習期間中は、学生会館1Fの大学生協食堂・キャンパス内立体駐車場(有料)・フリースペースとして聖恵館がご利用いただけます。

 ・授業開始時間は、全講習共通で「9：10～」となります。終了時間は、平均して16：20～16：50頃ですが、各講座によって多少前後いたします。
・すべての教室で、座布団やクッション、ひざ掛け等の持ち込みも自由となっています。教室は冷房がかかりますので、ご自身の体調に合わせてご準備ください。
なお、お帰りの際にはお忘れにならないようご注意ください。

8月10日(金)

8月8日(水)

8月7日(火)
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