
教員免許状更新講習シラバス 

 

必修領域（開講日①：7月30日（月）講習番号：101） 

（開講日③：8月9日（木）講習番号：103） 

講座名 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 

受講対象者 全教員 

教員名 野崎 晃広、藤本 駿 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

この講座は、学校現場で多様化する子どもの教育ニーズと教職の本質に関す

る省察とその理解を深化させることを目的とする。子どもや家庭の変化（気に

なる子ども達を含む）の理解は、最新の知見に基づく児童・生徒への適切な指

導方法等の理解と活用方法を学ぶ。さらに、日本の教育政策や世界の教育改革

の動向について最新のデータや研究成果を踏まえて解説するとともに、専門職

たる教員の役割に関する理解を深め、教員としての子ども観、教育観等につい

て省察する。 

講義計画 内   容 

「子どもの変化とそれを

支える支援の多様な方向

性」 

09：10～10：25（75分）

10：35～11：50（75分） 

担当者：野崎 晃広 

近年、子どもたちの情動や心の発達に関する学問の進展はめざましいものが

ある。また、子どもたちを取り巻く環境と生活は大きく変化しており、その対

応は教員にとって緊急の課題である。 

本講座では、これらの諸課題についての研究成果を「発達障害や発達凸凹の

子どもと家庭に対する理解とその対応」「子どものメンタルヘルスに視点を置

きながら家庭での子育てと学校生活での課題」「障害者差別解消法における合

理的配慮と教育現場との関係性」「特別支援教育の視点を生かした授業運営と

校内連携や外部との一緒に取り組む支援の多様化に向けた連携」の四つの視点

から、現職の教員が直面している「子どもの変化」への理解と対応に役立つ知

見を伝える。 

12：00～12：30（30分） 修了認定試験 

「国内外の教育の動向と

教職の諸課題」 

13：30～14：45（75分） 

14：55～16：10（75分） 

担当者：藤本 駿 

近年の社会状況の変化などから学校教育には多くの課題が山積しており、国

内外で様々な教育改革が進められている。本講座では、学校教育をめぐる近年

の各種報道、世論調査、統計等を踏まえて、日本の学校教育の現状と今日的課

題について考察する。また、諸外国における学校教育の改革動向や国際機関の

調査結果について紹介し、日本の諸課題と比較・検討を行う。 

さらに、近年の中央教育審議会答申の議論を中心に、教員としての子ども観、

教育観の変化や教員に期待される役割について整理した上で、日本の教職を取

り巻く課題について理解を深め、教職の今後の方向性を検討していく。 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 

  



教員免許状更新講習シラバス 

 

必修領域（開講日②：8月4日（土）講習番号：102） 

講座名 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) 

受講対象者 全教員 

教員名 野崎 晃広、藤本 駿 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

この講座は、学校現場(保育現場含む)で多様化する子どもの教育ニーズと教

職の本質に関する省察とその理解を深化させることを目的とする。子どもや家

庭の変化（気になる子ども達を含む）の理解は、最新の知見に基づく児童・生

徒への適切な指導方法等の理解と活用方法を学ぶ。さらに、日本の教育政策や

世界の教育改革の動向について最新のデータや研究成果を踏まえて解説する

とともに、専門職たる教員の役割に関する理解を深め、教員としての子ども観、

教育観等について省察する。 

講義計画 内   容 

「子どもの変化とそれを

支える支援の多様な方向

性」 

09：10～10：25（75分）

10：35～11：50（75分） 

担当者：野崎 晃広 

近年、子どもたちの情動や心の発達に関する学問の進展はめざましいものが

ある。また、子どもたちを取り巻く環境と生活は大きく変化しており、その対

応は教員（保育者含む）にとって緊急の課題である。 

本講座では、これらの諸課題についての研究成果を「発達障害や発達凸凹の

子どもと家庭に対する理解とその対応」「子どものメンタルヘルスに視点を置

きながら家庭での子育てと学校生活（保育現場含む）での課題」「障害者差別

解消法における合理的配慮と教育・保育現場との関係性」「特別支援教育の視

点を生かした授業運営と校内連携や外部との一緒に取り組む支援の多様化に

向けた連携」の四つの視点から、現職の教員（保育者含む）が直面している「子

どもの変化」への理解と対応に役立つ知見を伝える。 

12：00～12：30（30分） 修了認定試験 

「国内外の教育の動向と

教職の諸課題」 

13：30～14：45（75分） 

14：55～16：10（75分） 

担当者：藤本 駿 

近年の社会状況の変化などから保育・幼児教育には多くの課題が山積してお

り、国内外で様々な教育改革が進められている。本講座では、保育・幼児教育

をめぐる近年の各種報道、世論調査、統計等を踏まえて、日本の保育・幼児教

育の現状と今日的課題について考察する。また、諸外国における保育・幼児教

育の改革動向や国際機関の調査結果について紹介し、日本の諸課題と比較・検

討を行う。 

さらに、近年の中央教育審議会答申の議論を中心に、保育士や幼稚園教諭と

しての子ども観、教育観の変化、期待される役割について整理した上で、日本

の教職を取り巻く課題について理解を深め、教職の今後の方向性を検討してい

く。 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 

  



教員免許状更新講習シラバス 

 

選択必修領域（開講日①：7月 31日(火) 講習番号：201） 

      （開講日③：8月 10日(金) 講習番号：207） 

講座名 【選択必修】教育相談・カウンセリング 

受講対象者 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 大木祐治、山口孔丹子 

実施形式 講義 

テキスト 使用しない（適宜資料を配布する） 

その他  

講義内容 

いじめ、不登校の現状について講義を行なう。各発達期の子どもの特徴を

学び、問題への対応について考える。 

後半では、事例を挙げ、グループでの話し合いも行なう予定である。その

中で問題解決のための支援方法を考察する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

9:10～10:25(75分） 

担当者：大木祐治 

「いじめ及び不登校の現状」 

  まずは、文部科学省の示す統計を見ながら、これらの現状について把

握する。その上で、最近の傾向や特徴について言及する。 

2時間目 

10:35～11:50(75分） 

担当者：大木祐治 

「いじめ及び不登校問題への対応」 

  各発達期の子どもの特徴を踏まえながら、これらの問題への対応のあ

り方について、事例を挙げながら検討を加えていく。 

12:00～12:30(30分） 修了認定試験 

3時間目 

13:30～14:45(75分） 

担当者：山口孔丹子 

「問題解決のための話し合い」 

  学校内の具体的な課題について、グループでの話し合いを行なう。 

 事例研究に近い形で行なうため、ディスカッションへの積極的な参加を 

 求める。 

4時間目 

14:55～16:10(75分） 

担当者：山口孔丹子 

「支援方法考察」 

  グループでの話し合いをもとに、有効な支援について考察する。 

 互いに学びあえる場になるように建設的な意見交換を求める。 

16:20～16:50(30分) 修了認定試験 

成績評価方法 筆記試験に加え、出席状況及び授業中での取り組み方により評価する。 

 



教員免許状更新講習シラバス 

 

選択必修領域（開講日①：7月31日（火）講習番号：202） 

（開講日③：8月10日（金）講習番号：208） 

講座名 【選択必修】学校組織の変容と学校組織をめぐる政策と法規 

受講対象者 小学校・中学校・高校・特別支援学校教諭向け 

教員名 元井 一郎、六車 治 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

本講義では、学校組織に関する現代的課題および学校組織をめぐる政策動向

や法規の改訂等を中心に取り扱う。具体的な講義では、先ず、学校をめぐる環

境の変容について論究し、併せて、学校組織を活性化させる取り組みや教育課

題の解決に向けた組織対応の必要性などについて解説する。さらに、学校組織

をめぐる新たな政策動向を中心に、中央教育審議会答申などを整理しながら最

近の政策・法制の変容等についても解説する。 

講義計画 内   容 

「社会の変化に対応する

学校の在り方」 

担当者：六車 治 

09：10～10：25（75分） 

10：35～11：50（75分） 

近年の学校の状況変化の背景や要因を探り、学校組織が抱える問題や中堅教

員の自己開発、協働的な組織運営の在り方などに触れながら、「チームとして

の学校」という理念について論究する。また、いじめ問題や長時間勤務の問題

等をテーマとして、学校と地域社会、関係機関等との協力・連携の在り方につ

いても考察し、学校経営の今後の方向性を検討していく。 

12：00～12：30（30分） 修了認定試験 

「教育政策の動向につい

ての理解」 

担当者：元井一郎 

13：30～14：45（75分） 

14：55～16：10（75分） 

この講義では、次の点を中心に講義を行う。 

① 2016‐17 年に改訂された学習指導要領の基本構造についての理解を深化

させる。 

② 最近の教育法令に関する改正等及び中央教育審議会などの答申について

の論点整理を行い、現在の教育政策動向の本質を理解する。 

③ 上述した二点を踏まえて、現在の教育政策・行政の在り方について、その

構造や本質の理解を深める。   

 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 

  



教員免許状更新講習シラバス 

選択必修領域（開講日①：7月31日（火）講習番号：203） 

（開講日③：8月10日（金）講習番号：209） 

講座名 【選択必修】情報通信技術をめぐる現状と課題 

受講対象者 全教員 

教員名 川又 実、山森 宙史 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

本講習では、子どもと携帯電話（特にコミュニケーション）の現状と課題に

ついて考えていきます。内閣府の調査によると、高校生はほぼ全員、中学生 は

半数、小学生でも4人に1人が携帯電話を所有しています。中高生の主な携帯

電話利用法は、メッセージのやり取りです。携帯電話によるトラブルやその対

策方法について考え、情報セキュリティやモラル、そしてリテラシー教育とし

て携帯電話の活用法、教員と保護者とのコミュニケーションなど、整理・論究

していきたいと考えています。 

講義計画 内   容 

「私たちと情報・技術」 

09：10～10：25（75分） 

担当者：川又 実 

 子どもとケータイの関係を考える前に、ガラケーとスマホの違いといった技

術的側面を解説し、私たち大人のケータイ利用を振り返ります。そのうえで、

子どものケータイ利用を、統計データなどから確認し、子どものケータイ利用

がもつ問題群を明確にします。 

「教育現場とケータイ」 

10：35～11：50（75分） 

担当者：川又 実 

 教育現場におけるケータイの扱いについて、様々な例を紹介しながら考えて

いきます。大きく規制派と容認派に二分できますが、一言で規制といってもそ

の内実は多様です。また、学校が生徒にケータイを配布し、使用させるケース

もあります。また、教育現場にケータイを招き入れる上での困難についてもお

話しします。 

12：00～12：30（30分） 修了認定試験 

「メールを使ったコミュ

ニケーションの快楽とは」 

13：30～14：45（75分） 

担当者：山森 宙史 

日本におけるケータイの主な利用目的は、通話ではなくメールといわれてい

ます。この時間では、メールを含む電子テキストコミュニケーションの特徴を

洗い出します。現在では一昔前のケータイのアドレス交換から SNSのアカウ

ント交換が「友達作り」の必須条件と化しています。また、文字以外にも、絵

文字、スタンプ、写真等、様々なコミュニケーション様式を駆使することが自

明となっています。では、これらデジタル技術が可能にするコミュニケーショ

ンの快楽やルールとはいかなるものなのでしょうか。次の時間のケータイをめ

ぐる諸問題を理解する上での基本的前提をここでは明らかにしていきます。 

「インターネットがもた

らす諸問題」 

14：55～16：10（75分） 

担当者：山森 宙史 

 ケータイの若年層への広範な普及に伴って顕在化した社会問題に「ネット依

存・ケータイ依存」や「ネットいじめ」があります。この問題に対し、しばし

ば「リアルなコミュニケーション」や「対面的な意思疎通」の重要性が説かれ

ますが、その言葉が子ども達本人にとって説得力のあるものになっているかは

疑問の余地が残ります。ここでは、これらの問題をバーチャルの問題として矮

小化するのではなく、リアルと地続きの現象として捉え直すことから、彼らが

片時もケータイが手放せない理由について明らかにしていきます。 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 



教員免許状更新講習シラバス 

 

選択必修領域（開講日②：8月 5日(日) 講習番号：204） 

      講座名 【選択必修】教育相談・カウンセリング(幼稚園教諭向け) 

受講対象者 幼稚園教諭 

教員名 大木祐治、山口孔丹子 

実施形式 講義 

テキスト 使用しない（適宜資料を配布する） 

その他  

講義内容 

前半では、就学前の子どもの特徴を学び、この時期に起こりがちな問題へ

の対応について考える。特に、保護者対応について取り上げる。 

後半では、事例を挙げ、グループでの話し合いも行なう予定である。その

中で問題解決のための支援方法を考察する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

9:10～10:25(75分） 

担当者：大木祐治 

「乳幼児期の問題行動」 

  まずは、乳幼児期に特徴的な問題行動を概説する。その上で、それら

の原因のあり方や対応の仕方について言及する。 

2時間目 

10:35～11:50(75分） 

担当者：大木祐治 

「問題行動を示す子どもの保護者への対応」 

  保護者対応は非常に難しい課題である。子どもの問題行動のあり方や

保護者の個性の違いによっても対応は異なってくる。いくつかの事例を

挙げながら対応の仕方についての検討を加えていく。 

12:00～12:30(30分） 修了認定試験 

3時間目 

13:30～14:45(75分） 

担当者：山口孔丹子 

「問題解決のための話し合い」 

  学校内の具体的な課題について、グループでの話し合いを行なう。 

 事例研究に近い形で行なうため、ディスカッションへの積極的な参加を 

 求める。 

4時間目 

14:55～16:10(75分） 

担当者：山口孔丹子 

「支援方法考察」 

  グループでの話し合いをもとに、有効な支援について考察する。 

 互いに学びあえる場になるように建設的な意見交換を求める。 

16:20～16:50(30分) 修了認定試験 

成績評価方法 筆記試験に加え、出席状況及び授業中での取り組み方により評価する。 

 



教員免許状更新講習シラバス 

 

選択必修領域（開講日②：8月5日（日）講習番号：205） 

講座名 【選択必修】学校組織の変容と学校組織をめぐる政策と法規(幼稚園教諭向け) 

受講対象者 幼稚園教諭向け 

教員名 元井 一郎、吉田 美奈 

実施形式 講義／午前の部は一部演習 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

幼稚園教育要領（保育所保育指針を含む）の改訂と学習指導方法・学習過程

に関する改善方策についての知見の確認、および教育制度・法規の変容に関す

る構造についての理解と整理を行う。 

講義計画 内   容 

「幼稚園における「養護」

とは」 

担当者：吉田美奈 

09：10～10：25（75分） 

10：35～11：50（75分） 

○この講義では、次の点を中心に講義を行う。 

幼稚園でも保育所でも、今後は保育において「養護と教育」の一体的な展開

が一層求められるであろう。そこで、改訂された保育所保育指針の内容をもと

に、幼稚園に求められる「養護」の側面について考察する。 

① 「保育所保育指針」について 

 ・改訂のポイント 

 ・内容解釈と討議 

② 「養護」とは 

 ・保育所保育における「養護」 

 ・「幼稚園における「養護」」を考える 

12：00～12：30（30

分） 

修了認定試験 

「教育政策の動向につい

ての理解」 

担当者：元井一郎 

13：30～14：45（75分） 

14：55～16：10（75分） 

この講義では、次の点を中心に講義と学習を実施する。 

第一は、改訂された幼稚園教育要領の内容を手掛かりに現行の幼児教育・保

育の政策を整理する。第二は、最近の教育法令の制定や改正等について考察及

び中央教育審議会などの答申の論点整理を前提に、現行の教育政策動向の本質

を理解することを目指す。第三は、上述した二点を踏まえて、政治・経済構造

の変容と教育政策・行政の在り方についての理解を深化させる。   

以上の三点の学びを通して、保育・幼児教育に関する教育政策の構造的な把

握と理解を目指す。 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 

  



教員免許状更新講習シラバス 

選択必修領域（開講日②：8月5日（日）講習番号：206） 

講座名 【選択必修】情報通信技術をめぐる現状と課題 

受講対象者 全教員 

教員名 川又 実、山森 宙史 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布（適宜） 

その他  

講義内容 

本講習では、子どもと携帯電話やメディアの現状と課題について考えていき

ます。内閣府の調査によると、高校生はほぼ全員、中学生 は半数、小学生で

も4人に1人が携帯電話を所有しています。また日常的にゲーム機などに接す

る時間は、幼少期においても増加傾向にあります。そこで、携帯 電話による

トラブルやその対策方法について考え、情報セキュリティやモラル、そしてリ

テラシー教育としてメディアの活用法、教員と保護者とのコミュニケーション

など、整理・論究していきたいと考えています。 

講義計画 内   容 

「私たちと情報・技術」 

09：10～10：25（75分） 

担当者：川又 実 

 子どもとケータイの関係を考える前に、ガラケーとスマホの違いといった技

術的側面を解説し、私たち大人のケータイ利用を振り返ります。そのうえで、

子どものケータイ利用を、統計データなどから確認し、子どものケータイ利用

がもつ問題群を明確にします。 

「教育現場とケータイ」 

10：35～11：50（75分） 

担当者：川又 実 

 教育現場におけるケータイの扱いについて、様々な例を紹介しながら考えて

いきます。大きく規制派と容認派に二分できますが、一言で規制といってもそ

の内実は多様です。また、学校が生徒にケータイを配布し、使用させるケース

もあります。また、教育現場にケータイを招き入れる上での困難についてもお

話しします。 

12：00～12：30（30分） 修了認定試験 

「メールを使ったコミュ

ニケーションの快楽とは」 

13：30～14：45（75分） 

担当者：山森 宙史 

日本におけるケータイの主な利用目的は、通話ではなくメールといわれてい

ます。この時間では、メールを含む電子テキストコミュニケーションの特徴を

洗い出します。現在では一昔前のケータイのアドレス交換から SNSのアカウ

ント交換が「友達作り」の必須条件と化しています。また、文字以外にも、絵

文字、スタンプ、写真等、様々なコミュニケーション様式を駆使することが自

明となっています。では、これらデジタル技術が可能にするコミュニケーショ

ンの快楽やルールとはいかなるものなのでしょうか。次の時間のケータイをめ

ぐる諸問題を理解する上での基本的前提をここでは明らかにしていきます。 

「インターネットがもた

らす諸問題」 

14：55～16：10（75分） 

担当者：山森 宙史 

 ケータイの若年層への広範な普及に伴って顕在化した社会問題に「ネット依

存・ケータイ依存」や「ネットいじめ」があります。この問題に対し、しばし

ば「リアルなコミュニケーション」や「対面的な意思疎通」の重要性が説かれ

ますが、その言葉が子ども達本人にとって説得力のあるものになっているかは

疑問の余地が残ります。ここでは、これらの問題をバーチャルの問題として矮

小化するのではなく、リアルと地続きの現象として捉え直すことから、彼らが

片時もケータイが手放せない理由について明らかにしていきます。 

16：20～16：50（30分） 修了認定試験 

成績評価方法 
修了認定試験は全て筆記試験で行い、全ての修了認定試験の結果をもとに成績

評価を行います。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 28日(土) 講習番号：301） 

講座名 体育･スポーツ指導のスキルアップ 

受講対象者 幼稚園・小学校・特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭向け 

教員名 片山 昭彦 

実施形式 講義+演習+実習 

テキスト 特になし（必要となる資料は、印刷物を配布します） 

その他 

1 時間目より運動のできる服装でご参加ください。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たいと思います。

何よりも参加される先生方が「楽しく学ぶ」体験を大切にします。ごいっ

しょに、楽しく学びましょう。 

栄養に関する講義の一環として、本学学生食堂にて、昼食を題材にして

講義を実施します。学生食堂での昼食代は、個人負担といたしますので、

申し訳ありませんが、昼食代をご持参いただきますよう、お願いいたしま

す。 

暑い時期となりますが、みなさんの体調に合わせて講義を進めますので、

安心してご参加ください。休憩しながら、見学しながらご参加ください。

水分補給用の飲み物をお忘れなく。 

講義内容 

体育指導を行うとき、子どもたちの成長の過程を考慮することは重要で

ある。特に幼稚園、小学校における体育指導は、プレゴールデンエイジの

段階、ゴールデンエイジの段階であり、非常に重要である。この成長の段

階において、「運動」「栄養」「休養」健康の 3要素を基礎として、いかに子

どもたちの運動能力を伸ばすかを考察する。また、幼稚園、小学校期にお

ける体育教育に関連して、栄養面、健康教育面からも考察し、成長段階の

子供たちへの体育指導に、多面的に生かせるように学習する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 片山 ） 

・スポーツ･トレーニング基礎理論の学習 

カラダの仕組み、実践トレーニング（スポーツと筋力、筋力トレーニン

グ、持久系トレーニング等）、スポーツ障害等 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

・成長期とトレーニング 

動作の習得、年齢に応じたトレーニング、トレーニングと栄養、 

ダイエット理論（＊学生食堂にて昼食を取りながらの講義を含む予定） 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

・スポーツ･トレーニング実習 

  トレーニング･指導法体験、レクリエーション体験、 

（ストレッチング、筋力トレーニング等） 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

・体育の授業づくり  ケーススタディ（グループワーク） 

・現在の地域保健活動（特定検診特定保健指導の実態等） 

・まとめ 

5時間目 

（15 分×4） 

担当者（ 〃  ） 

・筆記試験 

成績評価方法 授業への積極的参加度、筆記試験等により総合的に評価します。 

 



 
様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 28日(土) 講習番号：302） 

講座名  ストレスの心理学① 

受講対象者  幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭・養護教諭向け 

教員名  大木祐治 

実施形式  講義 

テキスト  使用しない（適宜資料を配布する） 

その他  

講義内容 

現代社会は、「ストレス社会」と呼ばれているように、ストレスという言葉

が、日常的に頻繁に用いられるようになった。中でも学校現場においての

ストレスは、非常に大きくなってきており、教師が自らのストレスにいか

に対処し、その上で子ども達のストレスといかに向き合うかが、これから

の学校現場では重要な意味を持ってくるように思われる。そこで、ストレ

スの種類やメカニズム、ストレスと性格との関連性、ストレスとうまく付

き合う方法等について講義したいと考えている。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 大木 ） 

「ストレスとは何か」 

  まずは、ストレスとは如何なるものなのかを、簡潔に説明する。その

原因とメカニズムを探る。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 大木 ） 

「ストレスチェックと性格診断」 

  個々のストレスレベルをチェックした上で、性格検査も実施し、その 

 関連性を確認してもらう。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 大木 ） 

「ストレスと性格」 

  ストレスが高いか低いかは、その個人の性格が関係すると考えられて

いる。様々な観点から、性格との関連性について概観する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 大木 ） 

「ストレスとうまく付き合う方法」 

  ストレスをできるだけ高めないで生活するための具体的な方法につい

て、事例を挙げながら説明する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 大木 ） 

「筆記試験とレポート」 

  講義内容についての簡単な筆記試験と、自らのストレス体験について 

 の簡単なレポートを書いてもらう予定である。 

成績評価方法 
筆記試験とレポートに加え、出席状況及び授業中での取り組み方により

評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 28日(土) 講習番号：303） 

講座名 POWERPOINT のデータをクラウドアプリで作成する。① 
受講対象者 全教員 

教員名 深井 克彦 

実施形式 実習 

テキスト 主催者側で簡易資料と授業用ｻｲﾄ準備します。テキスト購入不要です。 

その他 

Google ｱｶｳﾝﾄ（Gmail ｱﾄﾞﾚｽ）とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを 1個必ず準備してください。 

準備等の内容は準備中ですが、下記 URLで公開しています。 

https://edukf.org/hp/18kouza/ 

講義内容 

GoogleApps の基本操作と「Google スライド」「Google フォーム」を中心

に行い、Microsoft の「PowerPoint」の互換データの作成を学びます。 

学校現場で、プレゼンテーション(PWOREPOINT)の互換データが、クラウド

アプリにおいても、無料で作成・編集できることを学びます。今回は、プレ

ゼンテーション(PWOREPOINT)の互換データ制作アプリ、Googleスライドを中

心に学びます。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（深井克彦） 

・担当者挨拶と授業説明について  

・Google Apps について 

・Google ドライブ簡易説明と操作法について 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「スライド」 操作 1 について 

3時間目 

（75 分） 

担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「スライド」 操作 2 について 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「フォーム」について 

5時間目 

（15 分×4） 

担当者（深井克彦） 

まとめとアンケート WEB 選択筆記試験 質疑応答 

成績評価方法 WEB 選択筆記試験（単一選択式） 

 
 



様式（選択領域） 
教員免許状 更新講習 シラバス 

選択領域（開講日：7月 28日(土) 講習番号：304） 

講座名 学校図書館を活かすために 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 田中 紘一、高見 京子 

実施形式 講義 

テキスト 資料配付 

その他 
読み聞かせ、ブックトーク、アニマシオン、ビブリオバトルや探究型学習などの実

践経験がありましたら、事前課題意識調査用紙にお書きください。 

講義内容 

学校図書館は、読書・学習・情報・教材の各センターとして学校教育に欠かせな

い存在である。学習指導要領でも、児童・生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書

活動を充実する上で、学校図書館の機能の活用の重要性を指摘している。本講義で

は学校図書館を活用した教育を実施する上での課題に触れるとともに、探究型学

習、アニマシオンやビブリオバトルなどの実践を通じて、発達段階に応じた効果的

な学校図書館活用の在り方を考える。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 田中 ） 

１ 学校図書館の現状と課題 

 「学校図書館の現状に関する調査」（文科省）や「学校図書館調査」・「読書調査」

（全国学校図書館協議会）の結果、「子供の読書活動推進に関する有識者会議 論

点まとめ」（平成３０年３月）から現状を把握し、各々の課題について考えます。 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃  ） 

２ 学校図書館の機能と役割 

 学校図書館法、学習指導要領や「学校図書館の整備充実について（通知）」（平成

２８年１１月、文科省）の「学校図書館ガイドライン」などを通して、学校図書館

の持つ機能や役割を確認します。 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 高見 ） 

3 読書活動の推進と実践 

〈読み聞かせやビブリオバトルなどの実践・実践例を通して〉 

 学校教育において、さまざまな活動を通して発達の段階に応じた読書活動を推

進することが重要です。その具体的指導方法として、読み聞かせ、ブックトーク、

アニマシオンやビブリオバトルなどがあります。それらの方法を習得します。 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃  ） 

４ 学校図書館活用教育と実践例 

〈探究型学習の実践・実践例を通して〉 

 探究型学習の実践と実践例を検討し、今までの各自の取り組みについて振り返

ります。また、今後、それを取り入れた各自の授業実践の可能性や、その実現に向

けた課題について考えます。 

5時間目 

（60分） 

担当者（田中・高見） 

5 試験 

講義内容に沿った筆記試験を実施します。 

 

成績評価方法 筆記試験 

 



 
様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 28日(土) 講習番号：305） 

講座名 人口減少社会の家族と子ども① 

受講対象者 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭向け 

教員名 佐藤友光子 

実施形式 講義 

テキスト とくに指定しない 

その他  

講義内容 

2000年代の後半に日本の総人口が増加から減少に転じて以来、10 年が過ぎ

た。人口増加を前提として構築されてきたわが国の社会システムの多くの

部分が今や機能不全の危機に直面し、抜本的な改変を余儀なくされている。

本講義では、この近代史上かつてない時代状況のなかで成長する青少年と

親たちの抱える、現在そして将来の課題／問題について各種統計資料や調

査データを提示しつつ解説する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（佐藤） 

オリエンテーション。現代家族の歴史的・人口学的背景について、各種統

計データを提示しつつ解説する。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（佐藤） 

「教育する家族」は高度経済成長期に出現し、1970 年代以降加速化してい

ったといわれている。この時間では、家族の教育機能の過去と現在につい

て論じる。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（佐藤） 

1990年代後半から2000年代を通じて議論の俎上にのぼるようになっていっ

た「家族の格差拡大」と「子どもの貧困」の問題について論じる。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（佐藤） 

近年、「イクメン」という言葉の流行に象徴されるように、子育て場面にお

ける父親の役割が大きく問い直され、また実際に変化しつつある。この時

間の前半では家族社会学における父親研究の成果を中心に現状を把握し、

「新しい父親像」について考える。1990 年代以降、先進諸国において子ど

もたちの親からの自立状況に変化が生じているといわれる。後半では、現

代社会における若者の自立の問題について考える。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（佐藤） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験の結果によって評価する。 

 



 
様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：306） 

講座名 人口減少社会の家族と子ども② 

受講対象者 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭向け 

教員名 佐藤友光子 

実施形式 講義 

テキスト とくに指定しない 

その他  

講義内容 

2000年代の後半に日本の総人口が増加から減少に転じて以来、10 年が過ぎ

た。人口増加を前提として構築されてきたわが国の社会システムの多くの

部分が今や機能不全の危機に直面し、抜本的な改変を余儀なくされている。

本講義では、この近代史上かつてない時代状況のなかで成長する青少年と

親たちの抱える、現在そして将来の課題／問題について各種統計資料や調

査データを提示しつつ解説する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（佐藤） 

オリエンテーション。現代家族の歴史的・人口学的背景について、各種統

計データを提示しつつ解説する。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（佐藤） 

「教育する家族」は高度経済成長期に出現し、1970 年代以降加速化してい

ったといわれている。この時間では、家族の教育機能の過去と現在につい

て論じる。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（佐藤） 

1990年代後半から2000年代を通じて議論の俎上にのぼるようになっていっ

た「家族の格差拡大」と「子どもの貧困」の問題について論じる。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（佐藤） 

近年、「イクメン」という言葉の流行に象徴されるように、子育て場面にお

ける父親の役割が大きく問い直され、また実際に変化しつつある。この時

間の前半では家族社会学における父親研究の成果を中心に現状を把握し、

「新しい父親像」について考える。1990 年代以降、先進諸国において子ど

もたちの親からの自立状況に変化が生じているといわれる。後半では、現

代社会における若者の自立の問題について考える。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（佐藤） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験の結果によって評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：307） 

講座名 体つくりの展開～ゲームや運動あそびを通して～ 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭、養護教諭向け 

教員名 逢坂 十美 

実施形式 実技  

テキスト 当日配布 

その他 運動のできる服装と体育館シューズ。 熱中症対策は各自で行うこと。 

講義内容 

 ｹﾞｰﾑ･運動あそびは、学級活動や校外学習等における児童生徒の関係作

りに有効であり､健康･安全への理解にも活用しやすい。本講座では様々

な校種、専門領域の受講者と共に現代の子ども達の身体をめぐる問題を

検討し、楽しみながら体つくりを行う方法を学ぶ。具体的にはアダプテッ

ド・スポーツの考え方を基底として、体ほぐし運動、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ、昔あそび

とｹﾞｰﾑ、身近な素材を利用したｹﾞｰﾑ創作、試験（演習内容；実技方法と指

導法の理解）を行う。体つくりや動きつくりの理解及び展開と方法につい

て実践力を評価する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 逢坂 ） 

体ほぐし運動（屋内） 

  リラクゼーションの方法。 時間・空間感覚を刺激する運動やゲーム 

 テスト 15分間 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

ニュースポーツとアダプテッド・スポーツ 

 ドッジビー、ペタンク、カローリング、卓球バレーなど。 

 テスト 15分 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

昔あそび（屋内） 

 竹馬、独楽回し、輪まわしなど。あそびの発想と工夫。 

 テスト 15分間 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

レクリエーション・ゲームと創作（屋内） 

 チャレンジザゲームと創作ゲーム 

 テスト 15分間 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

創作ゲームつくりと発表 

  ルールと道具を工夫したゲームの創作と実践 

 テスト 15分間 

成績評価方法 試験およびグループ・個人による簡易ゲーム実技の発表。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：308） 

講座名 学校教育と体育・スポーツの歴史的展開 

受講対象者 幼稚園･小学校･中学校･高等学校保健体育科教諭･特別支援学校教諭向け 

教員名 近藤 剛 

実施形式 講義 

テキスト 必要に応じて資料を配布 

その他 特になし 

講義内容 

改正後の教育基本法第二条（教育の目標）一に、身体に関する記述が知識

や教養、情操や道徳心と並び明記されたことは、一教科としてではなく、

学校教育全体の中での身体教育の重要性を再認識させた。その一方で、近

年、急激に注目されるようになった体育・スポーツ指導現場での体罰問題

やスポーツ事故は、日本のこれまでの体育・スポーツ指導を再考するきっ

かけとなっている。この講習では公教育における身体教育の成り立ちから

スポーツを中心とした現代に至るまでの展開を歴史的な視点で追い、学校

体育の果たすべき役割について考える。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 近藤 ） 

近代スポーツの成立と展開 

 ・パブリックスクールのスポーツ教育 

 ・近代オリンピックの成立 

2時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

現代体育の成立と展開 

 ・自然体育と新体育運動 

 ・戦争と体育・スポーツ 

 ・日本における戦後の体育・スポーツ 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

スポーツ基本計画と学習指導要領（保健体育） 

 ・「運動に親しむ資質や能力」について 

・生涯スポーツという考え方 

4時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

現代社会における学校体育の役割と意義について（まとめ） 

 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

筆記試験 

 

成績評価方法 筆記試験。100 点満点で評価する。 

 

 

 

 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：309） 

講座名 イギリス・アメリカ・日本の文化比較 

受講対象者 高等学校英語科教諭向け 

教員名 中西 ウェンディ 

実施形式 略式の討議とペアワーク演習 

テキスト 
『東洋、西洋、中央アジア』の写真複写物 

ウェンディ,L,ジョーンズの『日本、アメリカ、イギリスの評論』 

その他 
ウェンディ先生が日本語を話せないので、学生は具体的な英語の技量を 

持っていてほしい。 

講義内容 

日本、イギリス、アメリカで何年も過ごしてきた中西ウェンディ先生の人

生体験を交えながら、それぞれの国の文化や違いを学びます。簡単な英語

と日本語を使って、それぞれの歴史や地図、音楽、人種、考え方などを楽

しく学びましょう。(講義は英語会話のみで行います。) 

講義計画  

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 中西 ） 

生徒と先生による自己紹介。 

イギリス、アメリカ、日本について知っていることを、地図を使って討論

を行う。三ヶ国間の人口統計の比較なども行う。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃 ） 

三ヶ国間の教育システムの相違について討論を行う。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃 ） 

三ヶ国間で広く普及している食文化やメディア、ファッションについて 

討論を行う。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃 ） 

その他さまざまな事柄を比較（天気、国民の特徴、愛国心への観念、 

スポーツ等） 

 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃 ） 

試験を行う。 

成績評価方法 試験結果で評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：310） 

講座名 POWERPOINT のデータをクラウドアプリで作成する。② 
受講対象者 教諭・養護・栄養教諭 

教員名 深井 克彦 

実施形式 実習 

テキスト 主催者側で資料と授業用ｻｲﾄ準備します。テキスト購入不要です。 

その他 Google ｱｶｳﾝﾄ（Gmail ｱﾄﾞﾚｽ）とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを 1個必ず準備してください。 

講義内容 

GoogleApps の基本操作と「Google スライド」「Google フォーム」を中心

に行い、Microsoft の「PowerPoint」の互換データの作成を学びます。 

学校現場で、プレゼンテーション(PWOREPOINT)の互換データが、クラウド

アプリにおいても、無料で作成・編集できることを学びます。今回は、プレ

ゼンテーション(PWOREPOINT)の互換データ制作アプリ、Googleスライドを中

心に学びます。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（深井克彦） 

・担当者挨拶と授業説明について  

・Google Apps について 

・Google ドライブ簡易説明と操作法について 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「スライド」 操作 1 について 

3時間目 

（75 分） 

担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「スライド」 操作 2 について 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（深井克彦） 

 

・Google ドライブ「フォーム」について 

5時間目 

（15 分×4） 

担当者（深井克彦） 

まとめとアンケート WEB 選択筆記試験 質疑応答 

成績評価方法 WEB 選択筆記試験（単一選択式） 

 
 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：7月 29日(日) 講習番号：311） 

講座名 高齢期の生活とケアを理解する 

受講対象者 全教員向け 

教員名 羅 佳 

実施形式 講義 

テキスト 当日に講義資料を配布する。 

その他  

講義内容 

1970年に、日本の 65歳以上の人口が総人口の 7％に突入し、高齢化社会

に入った。それ以来、日本社会の高齢化が早いスピードで進んできて、い

まは超高齢社会と呼ばれている。このような背景の中、本講義では以下の

内容を取り上げていきたい。①社会の高齢化について理解する。②高齢期

にある人の生活について理解する。③高齢期にある人を対象にするケアに

ついて理解する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(60 分） 

担当者(羅) 

社会の高齢化について理解する。 

2時間目 

(60 分） 

 担当者(羅) 

高齢期に入った人と高齢期の生活について理解する。 

3時間目 

（60 分） 

担当者(羅) 

高齢者福祉の理念と制度体系について学ぶ。 

4時間目 

(60 分） 

 担当者(羅) 

認知症の特徴について学ぶ。 

5時間目 

（60 分） 

担当者(羅) 

認知症ケアの理念と方法について学び理解する。 

6時間目 

（60 分） 

担当者(羅) 

筆記試験 

成績評価方法 試験結果にて評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 1日(水) 講習番号：312） 

講座名 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） 

受講対象者 小学校教諭 

教員名 中澤 加代 

実施形式 講義および演習 

テキスト 適宜、資料を配布します。 

その他 

１．『 Hi, friends! 1 』・『 Hi, friends! 2 』を持参してください。 

２．事前アンケートを実施いたします。 

メールにて連絡をさせていただきますので、申込時（受講申込書）に

連絡の取れる e-mail アドレスを必ずご記入ください。 

また、担当教員からのメール（knakazawa@sg-u.ac.jp）を受信でき

るように設定をお願いします。 

３．今後、小学校外国語活動を担当することを不安に感じている、負担に

感じている英語が苦手な先生、ぜひご参加ください。 

講義内容 

教科化を視野に入れながら、2011 年度から全面実施となった小学校で

の外国語活動の目標を達成するために教材をどのように活用していくの

か、そしてどのように評価づくりをしていくのかについて考察します。外

国語活動における授業法や指導案の作り方、教材の作り方と活用案、進め

方等の基礎的なことについて扱うため、受講対象者は現在、外国語活動を

担当している小学校教諭とします。併せて、今後、外国語活動を担当する

可能性のある小学校教諭（外国語活動未経験者）も受講可能とします。 

講義計画 内   容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 中澤 ） 

小学校外国語活動とその評価づくりについて 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（  〃  ） 

・小学校外国語活動で扱う語彙と表現について 
・基本的な Classroom English (クラスルーム・イングリッシュ)について 

3時間目 

（75 分） 

担当者（  〃  ） 

教材を活かした授業案① 
（子どもたちが楽しいと感じる教材と活用案） 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（  〃  ） 

教材を活かした授業案 ② 
（楽しく取り組めるアクティビティを使った授業案） 

5時間目 

（60 分） 

担当者（  〃  ） 

試験 

成績評価方法 
試験に加え、出席状況および講義中の取り組み等により総合的に評価しま

す。 

 

mailto:knakazawa@sg-u.ac.jp


様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 1日(水) 講習番号：313） 

講座名 
教室で活かす 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！～ 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 野崎 晃広 

実施形式 講義 

テキスト 資料配付 

その他 
講義に向けて事前アンケートを配布しますので、期日までにご提出してい

ただく予定です。詳しくは、後日ご案内いたします。 

講義内容 

発達障害をはじめ何らかの障害を抱える児童生徒達を念頭に、ABA(応用行

動分析学)によるアプローチから子ども達の行動問題に対する教育的支援

のあり方、またライフステージを見据え発達課題に応じた学習環境の設定

方法を学びます。教室で起きる子どもの気になる行動は、教師側が深く関

与しています。子どもを変えるのではなく、子ども達の学習環境を見直す

ことで子どもにとって適切な対応(環境)を作り出しことで問題解決のヒ

ントを日頃の教育実践に生かせることが本講習の目標となります。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 野崎 ） 

子どもを“知る”ところからはじめよう! 

 〜ABA(応用行動分析学)から見る子どもと教師の関係を学ぶ〜 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 野崎 ） 

教師にとって気になる行動(行動問題)に対する問題背景を学ぼう! 

〜子どもが変わるのか 教師が変わるのか〜 

 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 野崎 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(1) 

〜子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て〜 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 野崎 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(2) 

〜子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て〜 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 野崎 ） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験、受講状況を含めて総合的に判断する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 1日(水) 講習番号：314） 

講座名 幼児・小学生のための自然体験活動の理論と実際① 

受講対象者 幼稚園教諭・小学校教諭向け 

教員名 清水 幸一 

実施形式 講義及び実習 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

学校の内外で展開される自然体験活動が、単に知識を詰め込むだけの教育

方法ではなく、考える力を伸ばす知性の教育であり、また自然に触れ、自

然に親しむことを通して、環境問題に関心を持たせ、自然の摂理に触れて

知的好奇心を誘発することは先行研究等より明らかにされている。また自

然のなかでの冒険的な体験活動が自己概念の向上を図ることも明らかにさ

れている。これから学校教育での自然体験活動の活用の方法を、各種アウ

トドアゲームを体験しながら考察する。また教授法についても説明する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 清水 ） 

教育に生かす自然体験活動（野外教育）の意義と方法 

 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習① 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習② 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習③ 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

自然体験活動におけるリスクマネジメント 

成績評価方法 出席及びレポートによる総合評価 

 



様式（選択領域） 
教員免許状 更新講習 シラバス 

 
選択領域（開講日：8 月 1 日(水) 講習番号：315） 

講座名 幼稚園教諭・小学校教諭を対象とした色彩構成教室① 

受講対象者 幼稚園教諭・小学校教諭 

教員名 松村武夫 

実施形式 講義 + 演習 

テキスト 指定図書はありません。当日，資料を配付します。 

その他 
 演習では，絵の具を混合して塗る作業をします。作業に適した服装で受

講してください。なお、必要となる絵の具や用具類は本学で準備します。 

講義内容 

 造形芸術の基本的な要素である「色」は、幼稚園・小学校における造形

教育の指導においても基本的で重要な要素となります。本講座では、講義

と演習をとおして色彩の様々な表情を確認し、「混色」の原理や「色材」の

特性について理解を深め今後の指導に活かすことを目指します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（90 分） 

担当者（ 松村 ） 

09:10〜10:40 

講座の概要説明 

  講 義  1. 光と物体色  

         2. 原色と混色  

         3. 色の三属性  

         4. 色名 

         5. 対比と同化 

2時間目 

（90 分） 

担当者（ 松村 ） 

10:50〜12:20 

         6. 色彩の心理的効果 

     7. 色彩調和 

         8. マンセル・カラー・システム 

         9. 色材と支持体 

        10. 子どもの描画活動に適した絵の具 

3時間目 

（120 分） 

 担当者（ 松村 ） 

13:30〜15:30 

  演 習 色彩構成    

4時間目 

（60 分） 

担当者（ 松村 ） 

15:40〜16:40  

         11. まとめ 

  試 験 (30分) 

成績評価方法 
試験の成績および演習課題への取り組みなどから総合的に行います。 

試験[50%]・演習[50%] 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日： 8月 1日(水) 講習番号：316） 

講座名 社会保障と学習支援 

受講対象者 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭・養護教諭向け 

教員名 李 静淑 

実施形式 講義形式 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

政府（2015年）は、18 歳未満の子どもの 13.9％が貧困家庭であるという深

刻な「貧困率」を公表した。貧困家庭の子どもは高校進学を諦めるケース

や、中退するケースが多い。いま、その子どもたちの家庭を支援していく

ことが教育現場で求められている。解決策の１つとして、社会保障制度の

現状と課題の中に支援策を模索し、教育的見地について考えてみたい。 

講義計画  

1時間目 

(75 分） 

担当者（李 静淑） 

2016年の夏に行われた参議院議員選挙から、投票権が 18歳まで引き下げら

れた。従来よりも一層、高校生までの間に、有権者として判断できるだけ

の正しい知識と行動力を身につける社会保障教育を行うことが求められて

いるが、現状では十分な対応ができていない。そこで、まず社会保障の定

義、体系、機能などについてパワーポイントで説明する。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（李 静淑） 

生活保護世帯の子どもや、貧困家庭の子どもの学習支援について学んだあ

と（映像資料）、教育現場の実態について意見交換を行う。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（李 静淑） 

人口減少が進展している中、貧困家庭の子どもが増加している原因と対策

について概説する。特に、2015 年 4 月からスタートした「生活困窮者自立

支援法」制定の背景と概要、支援事業などについて説明した後、貧困家庭

の親の就労支援と子どもの学習支援について考える。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（李 静淑） 

公的年金制度の仕組みと現状について解説した後、若い世代への年金教育

のあり方や必要性などについて論じる。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（李 静淑） 

 

筆記テストを行う。 

 

成績評価方法 テスト結果で評価する。 

 



 
様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 2日(木) 講習番号：317） 

講座名  ストレスの心理学② 

受講対象者  幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭・養護教諭向け 

教員名  大木祐治 

実施形式  講義 

テキスト  使用しない（適宜資料を配布する） 

その他  

講義内容 

現代社会は、「ストレス社会」と呼ばれているように、ストレスという言葉

が、日常的に頻繁に用いられるようになった。中でも学校現場においての

ストレスは、非常に大きくなってきており、教師が自らのストレスにいか

に対処し、その上で子ども達のストレスといかに向き合うかが、これから

の学校現場では重要な意味を持ってくるように思われる。そこで、ストレ

スの種類やメカニズム、ストレスと性格との関連性、ストレスとうまく付

き合う方法等について講義したいと考えている。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 大木 ） 

「ストレスとは何か」 

  まずは、ストレスとは如何なるものなのかを、簡潔に説明する。その

原因とメカニズムを探る。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 大木 ） 

「ストレスチェックと性格診断」 

  個々のストレスレベルをチェックした上で、性格検査も実施し、その 

 関連性を確認してもらう。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 大木 ） 

「ストレスと性格」 

  ストレスが高いか低いかは、その個人の性格が関係すると考えられて

いる。様々な観点から、性格との関連性について概観する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 大木 ） 

「ストレスとうまく付き合う方法」 

  ストレスをできるだけ高めないで生活するための具体的な方法につい

て、事例を挙げながら説明する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 大木 ） 

「筆記試験とレポート」 

  講義内容についての簡単な筆記試験と、自らのストレス体験について 

 の簡単なレポートを書いてもらう予定である。 

成績評価方法 
筆記試験とレポートに加え、出席状況及び授業中での取り組み方により

評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 2日(木) 講習番号：318） 

講座名 文学教育の意義と実践―『不思議の国のアリス』を読む― 

受講対象者 小学校、中学校・高等学校（英語科・国語科）教諭向け 

教員名 菅田 浩一 

実施形式 講義 

テキスト 講座のなかでプリントを配布 

その他  

講義内容 

『不思議の国のアリス』は楽しい子供向けのファンタジーというのが一般

的な見方だと思われますが、実際はヴィクトリア朝文化やフロイト的な少

女愛など、複数のテーマが複雑に絡み合う難解なテクストです。本講座で

はそれらのテーマに関して、本文（英語）を参照しながら解説させて頂き

ます。また挿絵の解説にも多くの時間を割く予定です。本講座は英語教育

の実践的な方法論ではなく、あくまでも文学教育に関する講座ですので、

小学校や国語科の先生方にもご参加頂ければと思います。 
（キーワード：ヴィクトリア朝文化、フロイト、夢、児童文学） 

講義計画 内    容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 菅田 ） 

本講座の目的、ルイス・キャロルの略歴など 

 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

『不思議の国のアリス』とヴィクトリア朝文化(1) 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

『不思議の国のアリス』とヴィクトリア朝文化(2) 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

『不思議の国のアリス』と少女愛 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

 筆記試験 

成績評価方法 講座でお話した内容に関して筆記試験を行います。 

 

 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 2日(木) 講習番号：319） 

講座名 創造的なグループ活動（即興演劇）を通して考える学び① 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 仙石 桂子 

実施形式 ワークショップ 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

即興演劇のゲームを通して、今子供たちに必要なコミュニケーション能力

や全身を使った豊かで深い学びについて考える。また、即興演劇の考え方

が「学び」にどういう影響を与えるか、双方向型学習方式のワークショッ

プで理解を深める。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（仙石） 

「コミュニケーションゲーム」 

言葉だけでなく、体を使った様々なコミュニケーションを体感する。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（仙石） 

「表現してみる」 

テキストをもとに、2～3 人の少人数のグループに分かれて短いシーンを創

作する。表現することやグループワークを体感する。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（仙石） 

「作品を創作する」 

5～8名のグループに分かれ、今まで行ったゲームを組み合わせ、創作する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（仙石） 

「発表」 

創作したものを発表し、意見を交換する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（仙石） 

「試験（振り返り）」 

創作過程の中で、どういうコミュニケーションがとれたか各チームごとに

発表する。その後、どうすれば活発なコミュニケーションがとれるように

なるか、どのような「学び」が生まれるか、考えを共有する。 

成績評価方法 参加する姿勢 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 8日(水) 講習番号：320） 

講座名 善通寺市二千年の風景を体感する 

受講対象者 小学校・中学校・高等学校教諭向け 

教員名 伊藤 松雄 

実施形式 講義 

テキスト 講義に際して資料等を閲覧できるようにします 

その他 市街散策を予定していますので、暑さ対策をしてください 

講義内容 

四国学院大学が位置する善通寺市は、空海生誕の地として多くの文化財を

その風景の中に保有し、また二千年という京都よりも長い歴史を誇る。こ

こでは、善通寺市がなぜ二千年という歴史を樹立できたのか、実際に風景

を巡りその謎に迫る。具体的には、履修者はグループに分かれて、この問

題の解答と証明方法を議論し、その後、実際の風景の中でその解答の手掛

かりを探索する。最後に、その手掛かりから解答を議論し、発表する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分) 

担当者（伊藤） 

資料（善通寺市発行「みちくさ遍路」など）により上記問題の背景が解説

される。まず、グループごとに問題の解答を想定し、解決方法を議論する。

その後、再検討して、問題を絞り込む。 

2時間目 

(75 分) 

 担当者（伊藤） 

善通寺市街（大学〜善通寺〜香色山）を散策し、市街に散在する文化財と

自然を理解し、地図上で確認する。その際、グループごとに議論した解答

および解決方法の手掛かりを探す。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（伊藤） 

グループごとに散策で得られた手掛かりから推測できる解答を議論し、そ

の解答に至った根拠を発表する。ユニークな発想と論理的な根拠が期待さ

れる。 

4時間目 

(75 分) 

 担当者（伊藤） 

発表を通して、各グループの問題に対する視点を相互に確認し、学び取る。

最後に、解答例として問題の絞り込み、想定される解答の設定、市街散策

で得られる解決方法の手掛かりなどを例示する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（伊藤） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験とクラスの参加程度 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 2日(木) 講習番号：321） 

講座名 語彙の学習 

受講対象者 小学校・中学校・高等学校の英語科教諭向け 

教員名 チェレシネーシ・ラースロー 

実施形式 Ｓ（演習） 

テキスト プリント 

その他 無し 

講義内容 

この講座のテーマは語彙の習得にあります。意味構造の日英を比較しなが

ら、主として英語で授業を行います。講義の中で討論する主な概念は、「意

味の場」、「コロケーション」、「チャンキング」等です。本講習は(簡単な)

英語にて行います。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

言語学習と長期記憶 

2時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

「コロケーション」と「チャンキング」 

3時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

「チャンキング」の音声学 

4時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

「意味場」と同義語・反対語 

5時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

練習問題 

6時間目 

(６０分) 

担当者 チェレシネーシ 

口頭試験 

成績評価方法 試験結果にて評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 3日(金) 講習番号：322） 

講座名 
性同一性障害と LGBT（IQ)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 

受講対象者 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 

教員名 大山 治彦 

実施形式 講義 

テキスト 

テキストはありませんが、次の図書は、ぜひお読みください。 

● 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 

● 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 

その他 色えんぴつ、色マジックなどをお持ちください。 

講義内容 

 "性同一性障害を含む LGBT(IQ)、いわゆるセクシュアル・マイノリティの

子どもは、クラスの中に一人はいます。しかし、LGBT(IQ)の子どもは、学

校生活のなかで、傷つき、将来への展望も持ちえずにいます。しかも、教

職員の言動によって、傷つく例も少なくありません。この講義では、セク

シュアリティ、LGBT(IQ)の子どもへの対応について、基礎から、かつ実践

的な内容で、お話します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 大山 ） 

(1) イントロダクション 

(2) セクシュアリティの基礎知識 －セクシュアリティの 3 要素 

(3) LGBT(IQ)と、男女平等・男女共同参画、ジェンダー問題 

2時間目 

(75 分） 

担当者（  〃 ） 

(1) 教室における LGBTI の子どもたちの現状 

(2) LGBT(IQ)とメンタルヘルス －自尊感情と自殺 

(3) LGBT(IQ)をめぐる諸外国の状況 

3時間目 

（75 分） 

担当者（  〃 ） 

(1) ヘテロセクシズム（異性愛主義）を超えて 

(2) 私たちにできること －LGBT(IQ)の子どもたちと親、そして周囲の大

人たち 

4時間目 

(75 分） 

担当者（  〃 ） 

グループワーク 

 ①ケース・スタディ －よくある問題に答えてみよう 
 ②LGBT(IQ)の子どもたちにメッセージを描いてみよう 

5時間目 

（60 分） 

担当者（  〃 ） 

試験（振り返りを兼ねて、自己採点をします） 

成績評価方法 試験を中心に、総合的に評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8 月 3 日(金) 講習番号：323） 

講座名 小学英語の扉を開ける鍵 

受講対象者 小学校教諭向け 

教員名 塩田 寛幸 

実施形式 講義・演習 

テキスト 資料配布 

その他  

講義内容 

小学校における英語科の指導に関して、入門期の指導であることに鑑み、

どのような指導上の課題があるか、またそれらに対してどのような方策が

考えられるかについて講義する。具体的には、指導上基本的に重要となる

英語の特徴についてさぐるとともに、つづりと発音との関係の指導、文字

の指導、語彙の指導、指導および評価の工夫などを取り上げる。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 塩田 ） 

英語という言語を教えるにあたって、基礎的に必要となる「発音と文字の

関係」をつかむ。 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

英語の学習を進めるうえで、極めて有効となる「音読」について考え、実

践する。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

指導上の課題となる「英語の特徴」をさぐる。 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

指導上の工夫と併せて評価に関する改善点を浮き彫りにする。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

筆記試験 

成績評価方法 
英語の発音と文字、音読のポイント、英語の特徴、指導と評価の方法など

に関する基礎的な事項について筆記試験を行う。 

 
 
 
 
 
 
 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 3日(金) 講習番号：324） 

講座名 発達障害概論：「発達障害」児の発達過程と支援の実際 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭、養護教諭向け 

教員名 会沢 勲 

実施形式 講義 

テキスト 

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、講習日までに入手しておいてください。 

２．資料：別途配布予定。スライドショー関連資料。 

３．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。 

その他 

１． 個人の学習のための録音は構いません。 

２．撮影・録画はお止めください。一部許可する場合もありますが、その

都度伝えます。 

講義内容 

一般には 1943/1944 年だと思われているが、発達障害研究史は

Sucharewa(1925 in Russian, 1926 German)に遡る。そして，その特性が

わかり始めたのは 1980 年代以降である。本講義では、発達障害とは何か、

発達障害の診断アルゴリズムについて知り、その上で、特別支援教育体制

の中で、担任教諭等が教室場面で具体的にどのように対応する必要がある

かを考えたい。「等」についても、不適切な養育の事例を検討する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

(75 分) 

発達障害の概要について。発達障害研究の歴史と発達障害（文科省の言う

LD、ADHD、高機能自閉症）の理解から入る。関連する主な章：第 14章。 

2時間目 

(75 分) 

学校における発達障害と類縁事象の検討をおこなう。関連する主な章：第

12, 23 章。 

3時間目 

（75 分） 

事例検討を通じて具体的な対応とその基礎を考える。関連する主な章：第

9, 17, 18 章。 

4時間目 

(75 分) 

学校と保護者と地域との連携の具体的な例の呈示をおこなう。関連する主

な章：第１部、第 20, 21, 25章。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（会沢） 

 

筆記試験。 

 

成績評価方法 筆記試験による。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 3日(金) 講習番号：325） 

講座名 創造的なグループ活動（即興演劇）を通して考える学び② 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 仙石 桂子 

実施形式 ワークショップ 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

即興演劇のゲームを通して、今子供たちに必要なコミュニケーション能力

や全身を使った豊かで深い学びについて考える。また、即興演劇の考え方

が「学び」にどういう影響を与えるか、双方向型学習方式のワークショッ

プで理解を深める。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（仙石） 

「コミュニケーションゲーム」 

言葉だけでなく、体を使った様々なコミュニケーションを体感する。 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（仙石） 

「表現してみる」 

テキストをもとに、2～3 人の少人数のグループに分かれて短いシーンを創

作する。表現することやグループワークを体感する。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（仙石） 

「作品を創作する」 

5～8名のグループに分かれ、今まで行ったゲームを組み合わせ、創作する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（仙石） 

「発表」 

創作したものを発表し、意見を交換する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（仙石） 

「試験（振り返り）」 

創作過程の中で、どういうコミュニケーションがとれたか各チームごとに

発表する。その後、どうすれば活発なコミュニケーションがとれるように

なるか、どのような「学び」が生まれるか、考えを共有する。 

成績評価方法 参加する姿勢 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 6日(月) 講習番号：326） 

講座名 学校教育現場に活かす健康管理 

受講対象者 全教員向け 

教員名 片山 昭彦 

実施形式 講義+演習+実習 

テキスト 特になし（必要となる資料は、印刷物を配布します） 

その他 

健康管理の重要性をしっかりと理解しているにも関わらず、「自分の健康

管理は後回し」となっていないでしょうか？この講座では、人生 100 年時

代と言われる現代の健康管理について、皆さんご自身の視点で、まずは自

分のための健康管理について考えてみたいと思います。健康管理の 3 要素

「栄養」「運動」「休養」の中から、特に「運動（身体活動）」に関して考察

を進めます。そして、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、健康管理をごいっしょに学んでいきましょう。 

激しい運動は、まったくございません。楽しい運動、おもろい運動がご

ざいます。運動のできる服装でご参加ください。 

暑い時期となりますが、みなさんの体調に合わせて講義を進めますので、

安心してご参加ください。休憩しながら、見学しながらご参加ください。

水分補給用の飲み物をお忘れなく。 

講義内容 

学校教育現場において、児童生徒（園児）の「健康の保持増進」は重要

な項目である。一方で、学校の教職員においても法的根拠の元、健康の維

持増進が必要とされている。それは、最良の教育を提供するための健康維

持だけではなく、教職員にとって、一個人として、社会の一員としても必

要な視点である。後回しにされがちな、自らの健康を考察することを主題

とする。現在の自分自身を振り返り、これからの自分自身のために、健康

管理を学習する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 片山 ） 

・健康管理 3要素「栄養」「運動」「休養」 

・人生 100年時代の健康管理 

・運動、身体活動視点からの健康管理 

2時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

・生活習慣病予防のための運動処方 

生活習慣病に対する運動効果のエビデンス 

生活習慣病予防のためのすっきり運動体験 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

・介護予防のための運動処方 

介護予防に対する運動効果のエビデンス 

介護予防のためのらくらく運動体験 

4時間目 

（75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

・認知症予防のための運動処方 

認知症予防に対する運動効果のエビデンス 

認知症予防のためのなるほど運動体験 

5時間目 

（15 分×4） 

担当者（ 〃  ） 

・筆記試験 

成績評価方法 授業への積極的参加度、筆記試験等により総合的に評価します。 



 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 6日(月) 講習番号：327） 

講座名 会話の教え方(ONLY ENGLISH TEACHERS ! ) 
受講対象者 中学校、高等学校英語科教諭向け 

教員名 カロル ドナルド 

実施形式 セミナー 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

多くの学生は英会話を学びたがっている。 
しかし、会話とは何なのだろう。なぜ、会話を教える必要があるのだろ

うか。そして、どのように会話を教えるべきなのだろうか。 
本講習では、これらの疑問について探ってみたい。そして、会話がどの

ようにして構成されているかを検討していく。 
また、英語の教科書において、口語言語がどのように扱われているかに

ついても考察する。 
本講習は、（簡単な）英語によって行う。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（カロル） 

英語会話とは何か。 「話す」と「会話する」の違いは何か。な

ぜ会話を教えるべきか。  
 

2時間目 

(75 分） 

担当者（ 〃 ） 

英語会話の文法。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃 ） 

英語会話の文法。  
 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃 ） 

英語会話の指導法。英語会話のゴールは何か。中学校と高校にお

ける英語会話の実践。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃 ） 

最終テスト。 

成績評価方法 最終テスト（筆記）によって評価する。 

 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 6日(月) 講習番号：328） 

講座名 幼児・小学生のための自然体験活動の理論と実際② 

受講対象者 幼稚園教諭・小学校教諭向け 

教員名 清水 幸一 

実施形式 講義及び実習 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

学校の内外で展開される自然体験活動が、単に知識を詰め込むだけの教育

方法ではなく、考える力を伸ばす知性の教育であり、また自然に触れ、自

然に親しむことを通して、環境問題に関心を持たせ、自然の摂理に触れて

知的好奇心を誘発することは先行研究等より明らかにされている。また自

然のなかでの冒険的な体験活動が自己概念の向上を図ることも明らかにさ

れている。これから学校教育での自然体験活動の活用の方法を、各種アウ

トドアゲームを体験しながら考察する。また教授法についても説明する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 清水 ） 

教育に生かす自然体験活動（野外教育）の意義と方法 

 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習① 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習② 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 〃  ） 

自然体験活動実習③ 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

自然体験活動におけるリスクマネジメント 

成績評価方法 出席及びレポートによる総合評価 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 6日(月) 講習番号：329） 

講座名 
教室で活かす 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！～ 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 野崎 晃広 

実施形式 講義 

テキスト 資料配付 

その他 
講義に向けて事前アンケートを配布しますので、期日までにご提出してい

ただく予定です。詳しくは、後日ご案内いたします。 

講義内容 

発達障害をはじめ何らかの障害を抱える児童生徒達を念頭に、ABA(応用行

動分析学)によるアプローチから子ども達の行動問題に対する教育的支援

のあり方、またライフステージを見据え発達課題に応じた学習環境の設定

方法を学びます。教室で起きる子どもの気になる行動は、教師側が深く関

与しています。子どもを変えるのではなく、子ども達の学習環境を見直す

ことで子どもにとって適切な対応(環境)を作り出しことで問題解決のヒ

ントを日頃の教育実践に生かせることが本講習の目標となります。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 野崎 ） 

子どもを“知る”ところからはじめよう! 

 〜ABA(応用行動分析学)から見る子どもと教師の関係を学ぶ〜 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（ 野崎 ） 

教師にとって気になる行動(行動問題)に対する問題背景を学ぼう! 

〜子どもが変わるのか 教師が変わるのか〜 

 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 野崎 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(1) 

〜子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て〜 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（ 野崎 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(2) 

〜子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て〜 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 野崎 ） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験、受講状況を含めて総合的に判断する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 6日(月) 講習番号：330） 

講座名 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 

受講対象者 小学校教諭、中学校・高等学校理科教諭向け 

教員名 杉本 孝作、伊藤 松雄、林 俊夫 

実施形式 講義、実験、実習 

テキスト 講習時に資料を配布する 

その他  

講義内容 

日常生活の中で経験する自然現象を、生物、物理、化学の視点から捉え、

具体的な実験・実習を通して検証する処方を身につけるとともに、そうし

た視点で生活を見つめる楽しさを味わうことを目的とする。具体的なテー

マとしては、①香辛料に腐敗防止作用はあるか、②ブランコを上手にこぐ

にはどうしたらよいか、③簡単な実験を通してゴミの性質を調べる、の 3

つを取り上げる。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75 分） 

担当者（ 伊藤 ） 

トウモロコシは野菜か穀物か 

生活の中の不思議について実証的に理解する方法を考える。問題の整理、

対象とする材料、問題に関連する知識の整理、および最も簡便な実証方法

などを議論する。この議論をもとに、簡単な実験を試みる。 

2時間目 

（75 分） 

担当者（ 伊藤 ） 

食べ物に薬味を使うのはなぜか 

生活習慣の科学的意義を考える。問題の整理、対象とする材料、問題に関

連する知識の整理、および最も簡便な実証方法などを議論する。簡単な実

験を試み、その結果から薬味を使う意義、および薬味にされる生物の生活

について考察する。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 林  ） 

ブランコを上手にこぐにはどうすればよいか 

ブランコに乗った状態で、揺れを大きくするためには、人は重心を上下さ

せなければならない。 

どこで、どう上下させればよいか、グループ討議と実践（モデル実験）を

通してその理由を考える。 

4時間目 

（75 分） 

担当者（ 杉本 ） 

ゴミの性質を調べよう 

誰でもが日常生活の中で手にする身近なゴミを、用途の似たものを 4 組選

び、その性質の違いを実験を通して調べる。その結果をもとに、ゴミの分

別、リサイクルの必要性について理解を深める。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 全教員 ） 

筆記試験 

 

成績評価方法 講義中の講師との討議への参加度、および筆記試験の結果で総合評価する 

 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 7日(火) 講習番号：331） 

講座名 演劇ワークショップで体感する『対話型授業』① 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 西村 和宏 

実施形式 ワークショップ 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

コミュニケーションゲームやグループワークなどの演劇的体験を通して、

今、子供たちに必要な“コミュニケーション能力”や“対話”について考

えます。また、参加者が自ら考え発信することで展開していく演劇ワーク

ショップを体感することで、一方通行で終わってしまう「伝達型授業」で

はない双方向の「対話型授業」について理解や見識を深めます。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（西村） 

「コミュニケーションゲーム」 

言葉だけでなく、体を使った様々なコミュニケーションを体感する。 

 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（西村） 

「表現してみる」 

テキストをもとに、2～3 人の少人数のグループに分かれて短いシーンを創

作する。表現することやグループワークを体感する。 

 

3時間目 

（75 分） 

担当者（西村） 

「短い演劇作品を創作する」 

5～8 名のグループに分かれ、5 分程度の演劇作品を創作する。創作する過

程において、「対話」を体感する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（西村） 

「発表」 

創作したものを発表し、意見を交換する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（西村） 

「試験（振り返り）」 

創作過程の中で、どういうコミュニケーションがとれたか各チームごとに

発表する。その後、どうすれば活発なコミュニケーションがとれるように

なるか、対話型授業を円滑に行うためにはどのような場をデザインすれば

いいか考察し、各自発表してもらう。 

成績評価方法 参加する姿勢 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 7日(火) 講習番号：332） 

講座名 子どもの肥満の理解と、学校における指導法 

受講対象者 全教員向け 

教員名 漆原 光徳 

実施形式 講義 

テキスト 特に用いない 

その他 参考書「大学ダイエット講義」漆原光徳著、二見書房 

講義内容 

子どもの肥満が問題視されるようになって久しいが、児童・生徒の肥満者

の割合は、この 30 年間で 2〜3 倍程度にまで増加してきている。そこで本

講義では、子どもの肥満について正しく理解した上で、「食事」や「運動」

に関する体重管理のための基礎理論と、学校での肥満児童・生徒に対する

指導法について考える。さらには、生活習慣病との関係やメタボリックシ

ンドローム、睡眠時無呼吸症候群、等についても幅広く考察する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分) 

担当者（ 漆原 ） 

肥満とは何か？ 

子どもの肥満の実態と問題点について考える。 

 

2時間目 

(75 分) 

 担当者（ 〃  ） 

体重管理のための基礎理論。 

「食事指導」、「運動指導」の基本について学ぶ。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（ 〃  ） 

子どもの肥満と生活習慣病。 

肥満と疾病の因果関係について学ぶ。 

4時間目 

(75 分) 

 担当者（ 〃  ） 

肥満児童・生徒への減量指導の理論と実際。 

学校現場における具多的な指導方法について学ぶ。 

 

5時間目 

（60 分） 

担当者（ 〃  ） 

試験 

成績評価方法 出席及び試験による総合評価 

 

 

 

 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 7日(火) 講習番号：333） 

講座名 背理法の哲学史 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 重永 哲也 

実施形式 講義 

テキスト 用いない。 

その他  

講義内容 

背理法は、数学や論理学の基礎的内容の一つであり、単にテクニックとし

て有効であるだけでなく、適切な証明法だと考えられている。これに対し、

アリストテレス、カント、ボルツァーノ、フレーゲといった(数学にも論理

学にも通暁した)哲学者達は、この証明法が果たしてどこまで適切なのかを

改めて問い、むしろ否定的な答えを導き出した。彼らの議論を見ることで、

証明とはどういうものであるべきかという根源的で、しかもアクチュアル

な主題を追究する縁を与える。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(60 分） 

担当者(重永哲也) 

現代論理学での背理法の説明 

2時間目 

(60 分） 

 担当者(重永哲也) 

アリストテレスの背理法論 

3時間目 

（60 分） 

担当者(重永哲也) 

カントの背理法論 

4時間目 

(60 分） 

 担当者(重永哲也) 

ボルツァーノの背理法論 

5時間目 

（60 分） 

担当者(重永哲也) 

フレーゲの背理法論 

6時間目 

（60 分） 

担当者(重永哲也) 

筆記試験 

成績評価方法 試験にて評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 7日(火) 講習番号：334） 

講座名 
性同一性障害と LGBT（IQ)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 

受講対象者 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 

教員名 大山 治彦 

実施形式 講義 

テキスト 

テキストはありませんが、次の図書は、ぜひお読みください。 

● 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 

● 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 

その他 色えんぴつ、色マジックなどをお持ちください。 

講義内容 

 "性同一性障害を含む LGBT(IQ)、いわゆるセクシュアル・マイノリティの

子どもは、クラスの中に一人はいます。しかし、LGBT(IQ)の子どもは、学

校生活のなかで、傷つき、将来への展望も持ちえずにいます。しかも、教

職員の言動によって、傷つく例も少なくありません。この講義では、セク

シュアリティ、LGBT(IQ)の子どもへの対応について、基礎から、かつ実践

的な内容で、お話します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（ 大山 ） 

(1) イントロダクション 

(2) セクシュアリティの基礎知識 －セクシュアリティの 3 要素 

(3) LGBT(IQ)と、男女平等・男女共同参画、ジェンダー問題 

2時間目 

(75 分） 

担当者（  〃 ） 

(1) 教室における LGBTI の子どもたちの現状 

(2) LGBT(IQ)とメンタルヘルス －自尊感情と自殺 

(3) LGBT(IQ)をめぐる諸外国の状況 

3時間目 

（75 分） 

担当者（  〃 ） 

(1) ヘテロセクシズム（異性愛主義）を超えて 

(2) 私たちにできること －LGBT(IQ)の子どもたちと親、そして周囲の大

人たち 

4時間目 

(75 分） 

担当者（  〃 ） 

グループワーク 

 ①ケース・スタディ －よくある問題に答えてみよう 
 ②LGBT(IQ)の子どもたちにメッセージを描いてみよう 

5時間目 

（60 分） 

担当者（  〃 ） 

試験（振り返りを兼ねて、自己採点をします） 

成績評価方法 試験を中心に、総合的に評価する。 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 8日(水) 講習番号：335） 

講座名 地域の景観を考える ー世界遺産を通じてー 

受講対象者 小学校・中学校・高等学校教諭向け 

教員名 伊藤 松雄 

実施形式 講義 

テキスト 講義に際して資料等を閲覧できるようにします 

その他 
地域の景観を総合的に捉える文理境界領域ですので、風景に興味のある方

はどなたでも聴講頂けます。 

講義内容 

日頃目にする身近な景観の成り立ちを自然と文化から理解し、さらに、世

界遺産保護の理念に照らして地域の景観や環境の価値を再認識することで

景観保全の心を養う。総合学習教育の基礎知識に有用である。具体的には、

近年開発が進む瀬戸内海周辺の景観を自然（生物生態や地質など）と人間

の活動（生活や歴史など）から考察し、世界遺産条約で提唱される文化的

景観の具体例を比較検討する。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分) 

担当者（伊藤） 

世界遺産と文化的景観 

近年、ユネスコが提唱する文化的景観の概要を解説し、世界遺産にみられ

る文化的景観を身近な瀬戸内の風景の中に探す。見慣れた風景の価値の再

認識を試みる。 

2時間目 

(75 分) 

 担当者（伊藤） 

「やじきた」が見た瀬戸内の風景 

十返舎一九の続膝栗毛の中で、弥次北が巡礼した瀬戸内を辿り、厳島をは

じめ自然と人間が織りなす瀬戸内の風景の成り立ちを考える。世界遺産登

録された英仏の巡礼地の風景とも比較し、身近な風景の価値を考える。 

3時間目 

（75 分） 

担当者（伊藤） 

天狗の山と龍宮の海 

瀬戸内に伝わる山と海の伝説から、それらの伝説が生まれた背景を探り、

瀬戸内の文化的景観を考える。世界遺産登録された英仏の風景と対比し、

見慣れた山と海の価値を考える。 

4時間目 

(75 分) 

 担当者（伊藤） 

瀬戸内の庭園 

日本庭園の中心にある池泉は瀬戸内海を縮景したものと言われる。早くか

ら開けた瀬戸内には、理想の風景を映した庭園が残る。世界遺産登録され

た英国の庭園とも比較し、庭園に見える瀬戸内の風景の価値を考える。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（伊藤） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験とクラスの参加度 

 



様式（選択領域） 
教員免許状 更新講習 シラバス 

 
選択領域（開講日：8 月 8 日(水) 講習番号：336） 

講座名 幼稚園教諭・小学校教諭を対象とした色彩構成教室② 

受講対象者 幼稚園教諭・小学校教諭 

教員名 松村武夫 

実施形式 講義 + 演習 

テキスト 指定図書はありません。当日，資料を配付します。 

その他 
 演習では，絵の具を混合して塗る作業をします。作業に適した服装で受

講してください。なお、必要となる絵の具や用具類は本学で準備します。 

講義内容 

 造形芸術の基本的な要素である「色」は、幼稚園・小学校における造形

教育の指導においても基本的で重要な要素となります。本講座では、講義

と演習をとおして色彩の様々な表情を確認し、「混色」の原理や「色材」の

特性について理解を深め今後の指導に活かすことを目指します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（90 分） 

担当者（ 松村 ） 

09:10〜10:40 

講座の概要説明 

  講 義  1. 光と物体色  

         2. 原色と混色  

         3. 色の三属性  

         4. 色名 

         5. 対比と同化 

2時間目 

（90 分） 

担当者（ 松村 ） 

10:50〜12:20 

         6. 色彩の心理的効果 

     7. 色彩調和 

         8. マンセル・カラー・システム 

         9. 色材と支持体 

        10. 子どもの描画活動に適した絵の具 

3時間目 

（120 分） 

 担当者（ 松村 ） 

13:30〜15:30 

  演 習 色彩構成    

4時間目 

（60 分） 

担当者（ 松村 ） 

15:40〜16:40  

         11. まとめ 

  試 験 (30分) 

成績評価方法 
試験の成績および演習課題への取り組みなどから総合的に行います。 

試験[50%]・演習[50%] 

 



様式（選択領域） 
 

教員免許状 更新講習 シラバス 
 
選択領域（開講日：8月 8日(水) 講習番号：337） 

講座名 演劇ワークショップで体感する『対話型授業』② 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭向け 

教員名 西村 和宏 

実施形式 ワークショップ 

テキスト なし 

その他  

講義内容 

コミュニケーションゲームやグループワークなどの演劇的体験を通して、

今、子供たちに必要な“コミュニケーション能力”や“対話”について考

えます。また、参加者が自ら考え発信することで展開していく演劇ワーク

ショップを体感することで、一方通行で終わってしまう「伝達型授業」で

はない双方向の「対話型授業」について理解や見識を深めます。 

講義計画 内  容 

1時間目 

(75 分） 

担当者（西村） 

「コミュニケーションゲーム」 

言葉だけでなく、体を使った様々なコミュニケーションを体感する。 

 

2時間目 

(75 分） 

 担当者（西村） 

「表現してみる」 

テキストをもとに、2～3 人の少人数のグループに分かれて短いシーンを創

作する。表現することやグループワークを体感する。 

 

3時間目 

（75 分） 

担当者（西村） 

「短い演劇作品を創作する」 

5～8 名のグループに分かれ、5 分程度の演劇作品を創作する。創作する過

程において、「対話」を体感する。 

4時間目 

(75 分） 

 担当者（西村） 

「発表」 

創作したものを発表し、意見を交換する。 

5時間目 

（60 分） 

担当者（西村） 

「試験（振り返り）」 

創作過程の中で、どういうコミュニケーションがとれたか各チームごとに

発表する。その後、どうすれば活発なコミュニケーションがとれるように

なるか、対話型授業を円滑に行うためにはどのような場をデザインすれば

いいか考察し、各自発表してもらう。 

成績評価方法 参加する姿勢 

 


