
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：301 

講座名 【選択】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 特になし（必要となる資料は、印刷物を配布します） 

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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：302 

講座名 【選択】学校図書館を活かすために 

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 岡 亨、高見 京子 

実施形式 講義 

テキスト 資料配布 

その他 

読書指導や、探究型学習、ICT活用授業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。 

ビブリオバトルで使用するため、オススメの本を一冊、ご持参ください。 

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。

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・ICT活用授業につい

ての考察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（高見 京子） 

１ 学校図書館の現状と課題 

学校図書館法や新学習指導要領、「学校読書調査」（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基本的な計画」（平成３０年４月）などから学校図書館

の持つ機能や役割とともに、現状を把握し、現状把握と各々の課題について考えます。 

2時間目 

（75分） 

 担当者（高見 京子） 

２ 読書活動の推進 

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のイベントやアイデアを紹介し、ビブ

リオバトルのワークショップを行います。 

3時間目 

（75分） 

担当者（岡 亨） 

3 探究型学習と情報活用能力の育成 

学習・情報センターとしての学校図書館が期待されています。探究型学習と情報活用

能力の育成について学びます。また、これまでの各自の取り組みについて振り返り、

その実現に向けた課題について考えます。  

4時間目 

（75分） 

 担当者（岡 亨） 

４ 情報メディアの活用 
これからの教育に ICT活用は欠かせません。ICT活用を中心に情報メディアの活用

について学び、実践例も紹介します。また、ICT活用を含めた情報メディアの活用を

取り入れた学校教育と各自の授業実践の可能性ついて考えます。 

5時間目 

（60分） 

担当者（岡亨・高見京子） 

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 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：303 

講座名 【選択】発達障碍概論 

受講対象者 全教員 

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(1926)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） 

担当者（ 会沢 ） 

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） 

 担当者（ 〃 ） 

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） 

担当者（ 〃 ） 

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） 

 担当者（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

 

筆記試験。 

 

成績評価方法 筆記試験による。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：304 

講座名 【選択】身体表現ワークショップ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 阪本 麻郁 

実施形式 講義＋演習 

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 
動きやすい服装（スカート、タイトなズボン、ストッキングは望ましくない）、体育館

シューズは必要ありません、動く時は裸足で受講して下さい。 

講義内容 

教育の分野において、芸術や文化が子どもたちの教育にどのような効果を発揮するの

か、また子どもたちの健全育成にどのような役割を果たしうるのかを検討するもので

す。特に、芸術の持つポテンシャルを、「身体表現」(ダンス)を軸に読み解いていきます。

またワークショップ（参加体験型グループ学習）形態の授業の組み立て方や方法を、受

講者自身がワークショップを体験することで理解を深めて頂きます。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 阪本 ） 

ワークショップ チェック・イン＆アイスブレイキング 

１）他者との出会い 

２）場所・物との出会い 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

ワークショップ ウォーミングアップ＆スキル・ビルド 

１）自分のからだと向き合う 

２）他者のからだと向き合う 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

ワークショップ コレオグラフ＆クールダウン 

１）一人で創作、グループで創作 

２）体を静める 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

講義 

1)本日の実技の要点とデザイン方法 

2)実例を検証する 『ピナ・バウッシュ 夢の教室』 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

まとめ フィードバックとテスト 

成績評価方法 授業へのコミットメント 60%、テスト 40% 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：305 

講座名 【選択】MSofficeの基本操作を学ぶ A-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 

下記 URLで公開していますので、サイトを閲覧し予習願います。 

https://edukf.org/hp/19kouza/pro/jyunbi.html 

 受講可能な方は、A講座と B講座を両方受講されることを推奨します。 

講義内容 

授業と校務で使用している定番アプリケーションの MicrosoftOffice2007・2010・

2013・2016に触れる。「Word」は、長文に使うと便利な機能について、「Excel」は、

基本関数とその他の関数、相対参照と絶対参照、複合グラフ、ピポッドテーブル等、

「PowerPoint」はレイアウトの取り方、画面切り替え効果やアニメーション等の基本操

作を習得し、2010版で操作を学ぶ。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 深井 ） 

・担当者挨拶と授業説明（アナウンス）について  

・Microsoft Officeについて 

・Microsoft OneDriveの基本操作について 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・Microsoft Office Word 2003から 2010について 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

・Microsoft Office Excel 2003から 2010について 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・Microsoft Office PowerPoint 2003から 2010について 

5時間目 

（15分×4） 

担当者（ 〃 ） 

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） 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：306 

講座名 【選択】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、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（ 〃 ） 

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（ 全担当者 ） 

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 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：307 

講座名 
【選択】性同一性障害と LGBT（Q+)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・特別支援学校教諭向け、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(Q+)、いわゆるセクシュアル・マイノリティの子どもは、あ

なたのそばに、クラスや部活に必ずいます。しかし、LGBT(Q+)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、セクシュアリティの多様性や、LGBT(Q+)

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(Q+)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(Q+)とメンタルヘルス －自尊感情と自殺 

(3) LGBT(Q+)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(Q+)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(Q+)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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 27日(土) / 講習番号：308 

講座名 【選択】体育･スポーツ指導のスキルアップ① 

受講対象者 幼稚園・小学校・特別支援学校教諭向け、養護教諭向け、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大切です。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、非常に重要になります。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します。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て、

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します。 

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 

（60分） 

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。 
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