
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 1日(木) / 講習番号：322 

講座名 【選択】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、文字の指導、つづりと発音との関係の指導、語いの指導、文法事項

の指導、さらにはコミュニケーション能力向上をめざす指導の工夫、指導と評価の一体

化などを取り上げる。 

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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 1日(木) / 講習番号：323 

講座名 【選択】スポーツ文化論 

受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校（保健体育）・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 

20 世紀はスポーツにとってその価値が高く評価され、人類の文化的活動に広範にわた

って浸透した世紀であった。一方で近年は、体罰やセクハラ、汚職事件などスポーツの

文化的成熟度の低さを示す現象が相次いでいる。これは、スポーツの教育的意義を重視

する学校教育現場においても例外ではない。本講義では、現代社会のスポーツが内包す

る問題点や課題に焦点を当てることで、学校教育現場における望ましい体育・スポーツ

活動について考える。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 近藤 ） 

スポーツのもつ性格 

 ・レクリエーションとしてのスポーツ 

 ・教育手段としてのスポーツ 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

スポーツのアメリカナイゼーション 

 ・消費文化としてのスポーツ 

 ・肥大化するスポーツイベント 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

スポーツの内包的課題 

 ・政治、ジェンダー、グローバル化、暴力、ドーピング、環境破壊など 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

これからのスポーツとスポーツ教育について（まとめ） 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

・試験 

成績評価方法  

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 1日(木) / 講習番号：324 

講座名 
【選択】「Word」「Excel」「PowerPoint」データをGoogleクラウドアプリで互換デー

タで作成する B-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/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 

クラウド環境での googleApps を中心に取り上げる。学校現場で、作成する文書

(WORD)、表計算(EXCEL)、プレゼンテーション(POWERPOINT)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ぶ。今回は、Google フォ

ームにも触れる。 

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  

・Google Appsについて 

・Googleドライブ簡易説明と Googleドキュメントを使用して基本操作について 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

 

・Googleドキュメントの基本操作について 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

 

・Googleスプレッドシート・スライドの基本操作について 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

 

・Googleフォームについて 

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） 

 

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


教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 1日(木) / 講習番号：325 

講座名 【選択】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 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 

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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 1日(木) / 講習番号：326 

講座名 【選択】ストレスの心理学① 

受講対象者 全教員 

教員名 大木 祐治 

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 

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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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（ 〃 ） 

「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。 
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