
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 6日(火) / 講習番号：337 

講座名 
【選択】日本と東南アジアの比較文化論−東南アジア系の生徒を受け入れる時に知って

おきたいこと 

受講対象者 小学校・中学校・高等学校教諭向け 

教員名 関 泰子 

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  

講義内容 

今、日本社会では父母いずれかが外国籍の子どもたちが増えているが、昨年秋の改正入

管法による外国人労働者の受け入れが拡大したことにより新たに両親が外国籍／外国

生まれの子どもたちが増える可能性がある。すでに日本滞在者が多いフィリピンやタイ

に加え、インドネシアやミャンマーからの労働者の流入が予想されるため、本講習はこ

うした東南アジア出身の生徒たちがうまく教室に溶け込めるための基盤を提供するこ

とを目指す。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（60分） 

担当者（ 関 ） 

 受講者にアンケートを実施。その結果を参照しながら、東南アジア系の生徒が入学し

生起している問題、入学時に想定される課題、教室現場での現実の対応、可能な対応に

ついての実情を把握する。どのような対応を考えているのか、受講者の意見を聞き、デ

ィスカッションを行う。 

2時間目 

（90分） 

 担当者（ 〃 ） 

 東南アジアの地図や資料を参考にしながら、日本との関係について再検討する。当該

地域出身の子どもたちが日本人児童との良好な関係を築くためには、まず教師自身が東

南アジアの文化的社会的特徴をある程度理解しておくことが必要である。そのため、東

南アジアをいくつかの文化圏ごとに概観し、その特徴を学ぶ。 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

 日本滞在者の多い、フィリピン、タイ、ベトナム等をとりあげ各地域の社会・文化に

ついて学ぶ。具体的にどのような問題が想定されるか、どのような対応が望ましいか、

可能な対応はいかなるものかについて話し合う。また、イスラム教徒の生徒が入学した

ときの対応についても考えたい。 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

 動画やビデオを鑑賞し、「貧困」「熱帯の遅れた地域」等の古いステレオタイプを脱却

し、新しい東南アジア地域イメージを理解する。講義を受ける前と後で、どれくらい東

南アジア地域の社会・文化に対する理解が深まったか、日本の子どもたちとの共通性、

文化的違い等について復習し、新たに可能となる対応について話し合う。 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

 筆記試験（本講習で学んだことの復習と応用） 

成績評価方法 試験結果に基づいて評価します。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 6日(火) / 講習番号：338 

講座名 【選択】人口減少社会の家族と子ども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 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 8月 6日(火) / 講習番号：339 

講座名 【選択】幼稚園教諭・小学校教諭を対象とした色彩構成教室① 

受講対象者 幼稚園、小学校教諭向け 

教員名 松村 武夫 

実施形式 講義 + 演習 

テキスト 指定図書はありません。当日，資料を配付します。 

その他 
 演習では，絵の具を混合して塗る作業をします。作業に適した服装で受講してくださ

い。なお、必要となる絵の具や用具類は本学で準備します。 

講義内容 

造形芸術の基本的な要素である「色」は、幼稚園・小学校における造形教育の指導にお

いても基本的で重要な要素となります。本講座では、講義と演習をとおして色彩の様々

な表情を確認し、「混色」の原理や「色材」の特性について理解を深め今後の指導に活

かすことを目指します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

09:10〜10:40（90分） 

担当者（ 松村 ） 

講義 

1. 光と物体色 

2. 原色と混色 

3. 色の三属性 

4. 色名 

5. 対比と同化 

2時間目 

10:50〜12:20（90分） 

担当者（ 〃 ） 

6. 色彩の心理的効果 

7. 色彩調和 

8. マンセル・カラー・システム 

9. 色材と支持体 

10. 子どもの描画活動に適した絵の具 

3時間目 

13:20〜15:20（120分） 

 担当者（ 〃 ） 

 

11.演習 色彩構成 

4時間目 

15:30〜16:30（60分） 

担当者（ 〃 ） 

12. まとめ 

13. 試 験 

成績評価方法 
筆記試験の成績および演習課題への取り組みなどから総合的に行います。 

筆記試験[50%]・演習[50%] 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 6日(火) / 講習番号：340 

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② 

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 8月 6日(火) / 講習番号：341 

講座名 
【選択】教室で生かす ABA（応用行動分析学）②～発達凹凸や発達問題のある子どもに

対する支援方法の創造！～ 

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 野崎 晃広 

実施形式 講義 

テキスト 資料配付 

その他  

講義内容 

発達障害をはじめ何らかの障害を抱える児童生徒達を念頭に、ABA(応用行動分析学)に

よるアプローチから子ども達の行動問題に対する教育的支援のあり方、またライフステ

ージを見据え発達課題に応じた学習環境の設定方法を学びます。教室で起きる子どもの

気になる行動は、教師側が深く関与しています。子どもを変えるのではなく、子ども達

の学習環境を見直すことで子どもにとって適切な対応(環境)を作り出しことで問題解決

のヒントを日頃の教育実践に生かせることが本講習の目標となります。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 野崎 ） 

子どもを“知る”ところからはじめよう! 

 ～ABA(応用行動分析学)から見る子どもと教師の関係を学ぶ～ 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

教師にとって気になる行動(行動問題)に対する問題背景を学ぼう! 

～子どもが変わるのか 教師が変わるのか～ 

 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(1) 

～子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て～ 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

学習場面で望ましい行動を増やしていくための条件づくり(2) 

～子どもの教育的ニーズに視点に基づく学習内容の組み立て～ 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験、受講状況を含めて総合的に判断する。 
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