
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日①：2019年 7月 30日(火)  / 講習番号：201 

開講日③：2019年 8月 9日(金)  / 講習番号：207 

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・高等学校・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及び、

教員の養成・採用・研修に関わる政策動向に関してその特徴を中心に解説する。 

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。 

①2016‐17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最近の教育法規に関する改正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（特に教員政策）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・行政システムの在り方について、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 
 
開講日②：2019年 8月 4日(日)  / 講習番号：204 

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。併せて、教員の養成・採用・研修に関わる最新の政策動向につ

いての概説を行う。 

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、今後は保育における養護と教育の一体的展開がこれまで以上

に求められる。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 

 ・成立および変遷 

 ・内容解釈と討議 

② 「養護」について 

 ・「養護」とは 

 ・養護と教育の一体的展開について 

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める。   

以上の三点の講義を通して、保育・幼児教育に関する現代的な教育政策の構造的把

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 
 
開講日①：2019年 7月 30日(火)  / 講習番号：202 

開講日③：2019年 8月 9日(金)  / 講習番号：208 

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 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 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、スマホやケータイの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 
 
開講日②：2019年 8月 4日(日)  / 講習番号：205 

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 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 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、スマホやケータイの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 
 
開講日①：2019年 7月 30日(火)  / 講習番号：203 

開講日③：2019年 8月 9日(金)  / 講習番号：209 

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 
 
開講日②：2019年 8月 4日(日)  / 講習番号：206 

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 

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。 
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