
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 28日(日) / 講習番号：309 

講座名 【選択】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 

ゲームや運動あそびは、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本とし、体ほぐし運動、ニュー

スポーツ、昔あそびとゲーム、身近な素材を利用したゲーム創作、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；スポーツの新たな発想 

 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（ 〃 ） 

レクリエーション・ゲームとゲームの工夫（屋内） 

 チャレンジザゲームで身体を通じたコミュニケーション 

 テスト 15分間昔あそび（屋内） 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

竹馬、独楽回し、輪まわしなど。あそびの発想と身体感覚。 

 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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 28日(日) / 講習番号：310 

講座名 【選択】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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験とクラスの参加度 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 28日(日) / 講習番号：311 

講座名 【選択】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 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 

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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 28日(日) / 講習番号：312 

講座名 【選択】身体表現ワークショップ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 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 28日(日) / 講習番号：313 

講座名 【選択】MSofficeの基本操作を学ぶ A-② 

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 28日(日) / 講習番号：314 

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-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、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 28日(日) / 講習番号：315 

講座名 【選択】社会保障と学習支援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 李 静淑 

実施形式 講義形式 

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 

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 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 李 ） 

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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

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（ 〃 ） 

筆記テストを行う。 

成績評価方法 テスト結果で評価する。 
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