
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：316 

講座名 【選択】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、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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：317 

講座名 【選択】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 

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 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：318 

講座名 【選択】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・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 

筆記試験・レポート 

成績評価方法 出席及び試験、レポートによる総合評価 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：319 

講座名 【選択】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 小学校教諭向け 

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．小学校外国語活動・外国語の担当経験のない先生方対象の講座です。 

  今後、小学校外国語活動・外国語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方、ぜひご参加ください。 

２．事前アンケートを実施いたします。受講募集期間終了後に、メールにて担当教員よ

り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。  

講義内容 

教科化を視野に入れながら、小学校での外国語活動・外国語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

てを考察します。小学校外国語活動・外国語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、進め方等の基本・基礎的なことについて扱います。 

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・外国語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・外国語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その活用案） 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

教材を活かした授業案 ② 

（子どもたちが楽しく取り組めるアクティビティとそれらを使った授業案） 

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


教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：320 

講座名 【選択】体育･スポーツ指導のスキルアップ② 

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 

実施形式 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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 7月 31日(水) / 講習番号：321 

講座名 【選択】社会保障と学習支援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 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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