
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 2日(金) / 講習番号：327 

講座名 【選択】実践英語コミュニケーション 

受講対象者 小学校、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  

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 

英語でコミュニケーションをとる能力は、今日の国際的環境においてこれまで以上に重

要になっています。残念ながら、日本の多くの教師にはまだ簡単な英語でコミュニケー

ションをとることも困難です。実用的なコミュニケーションとは何か、教師はどのよう

にしてコミュニケーションを学ぶことができるのかを、具体的な質問の類型を紹介し、

それらがコミュニケーションにおいてどのような効果を発揮するかを考えます。また、

本講習は簡単な英語を用いて行います。 

講義計画 内   容 

1時間目 

9：10～10：25（75分） 

担当者（ カロル ） 

・実用英語とは？ 

・コミュニケーション入門 

・コミュニケーション能力 

・ストラテジー能力 

・「needs」と「wants」 

2時間目 

10：35～11：50（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・「困っていることを伝える」vs「助けを求める」 

・「困りごとを伝える」10の方法 

・演習 

・「problem-telling」への一般的な応え方 

3時間目 

13：00～14：15（75分） 

担当者（ 〃 ） 

・助けを求める 

・要求に対する応答・応え方 

・「Granting」と「refusing」 

・意見を述べる 

・「Agreeing」と「disagreeing」 

4時間目 

14：25～15：40（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・「質問」入門 

・「yes/no questions」vs「information questions」 

・Do you.../Are you.../Have you.../Did you.../Can you.../etc. 

・Wh-Question + do.../are.../have.../did.../can.../etc. 

・復習 

5時間目 

15：50～16：50（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 2日(金) / 講習番号：328 

講座名 【選択】発達障碍の子どもへの支援：幼児期と児童期の事例を中心として 

受講対象者 全教員 

教員名 会沢 勲 

実施形式 講義（ただし，質疑応答が多い） 

テキスト なし 

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 

特別支援教育が「包摂」と共起する今日、この実践に名付けられるべき用語は時に概念

として抽象的に捉えられる。ここにこの２つの概念は似て非なる乖離が生ずることとな

る。本講義では、幼児期から児童期における事例を取り上げ、種々検討する活動を通じ

て、実践的な支援のフレームワークを個々の参加者が学修する。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 会沢 ） 

１．幼児期と児童期における、事例研究と事例検討の方法：心理学の立場と保育実践の

立場 

２．幼児期における発達障碍の見立てとその後の発達 

(1)発達障碍等の見立て 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

(2)各種発達障碍はどのような発達・成長の軌跡を描くか． 

３．幼児期・児童期の発達障碍事例 

(1)ASD 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

(2)AD/HD 

４．関係する事象 

(1)「第４の」発達障碍（不適切な養育） 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

(2)保護者による、こどもの障碍についての受容の過程 

(3)関連するアセスメント(WISCを中心に) 

５．まとめ 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

・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 8月 2日(金) / 講習番号：329 

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-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 

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 2日(金) / 講習番号：330 

講座名 【選択】文学教育の意義と実践―『不思議の国のアリス』を読む― 

受講対象者 小学校、中学校・高等学校（英語科・国語科）教諭向け 

教員名 菅田 浩一 

実施形式 講義 

テキスト 講座のなかでプリントを配布 

その他  

講義内容 

『不思議の国のアリス』は楽しい子供向けのファンタジーというのが一般的な見方だと

思われますが、実際はヴィクトリア朝文化やフロイト的な少女愛など、複数のテーマを

持つ難解なテキストです。本講座ではそのようなテーマに関して、原文（英語）を参照

しながら解説させて頂きます。なお、本講座は様々な校種・教科の先生方にご参加頂き

ますので、必ずしもそのままご自身の授業で使えるような実践的なものではありませ

ん。その点をご了解のうえ、ご参加頂ければと思います。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 菅田 ） 

本講座の目的、ルイス・キャロルの略歴など 

 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

『不思議の国のアリス』とヴィクトリア朝文化 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

『不思議の国のアリス』と少女愛 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

『不思議の国のアリス』と挿絵、その他 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

 筆記試験 

成績評価方法 講座でお話した内容に関して筆記試験を行います。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 2日(金) / 講習番号：331 

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 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 
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