
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 7日(水) / 講習番号：342 

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② 

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 7日(水) / 講習番号：343 

講座名 【選択】ストレスの心理学② 

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。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 7日(水) / 講習番号：344 

講座名 【選択】学校教育現場に活かす健康管理② 

受講対象者 全教員 

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 

健康管理の重要性をしっかりと理解しているにも関わらず、「自分の健康管理は後回

し」となっていないでしょうか？この講座では、人生 100 年時代と言われる現代の健

康管理について、皆さんご自身の視点で、まずは自分のための健康管理について考えて

みたいと思います。健康管理の 3要素「栄養」「運動」「休養」の中から、特に「運動（身

体活動）」に関して考察を進めます。そして、座学だけでなく、実際に身体を動かしな

がら「楽しく学ぶ」体験を通して、健康管理をごいっしょに学んでいきましょう。 

激しい運動は、まったくございません。楽しい運動、おもろい運動がございます。運

動のできる服装でご参加ください。 

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 

学校教育現場において、児童生徒（園児）の「健康の保持増進」は重要な項目です。一

方で、学校の教職員においても法的根拠の元、健康の維持増進が必要とされています。

それは、最良の教育を提供するための健康維持だけではなく、教職員にとって、一個人

として、社会の一員としても必要な視点です。いつも後回しにされがちな、自らの健康

を考察することを主題とします。現在の自分自身を振り返り、これからの自分自身のた

めに、活かせる健康管理を学習します。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 片山 ） 

・健康管理 3要素「栄養」「運動」「休養」 

・人生 100年時代の健康管理 

・運動、身体活動視点からの健康管理 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・生活習慣病予防のための運動処方 

生活習慣病に対する運動効果のエビデンス 

生活習慣病予防のためのすっきり運動体験 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

・介護予防のための運動処方 

介護予防に対する運動効果のエビデンス 

介護予防のためのらくらく運動体験 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

・認知症予防のための運動処方 

認知症予防に対する運動効果のエビデンス 

認知症予防のためのなるほど運動体験 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

・筆記試験 

成績評価方法 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 8月 7日(水) / 講習番号：345 

講座名 
【選択】幼児・小学校教育現場でいかせる子どもの「行動」に着目した教育法～コ

モンセンスペアレンティングについて学ぶ～ 

受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 

教員名 北川 裕美子 

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 

この講習では、 主に 2 歳～就学前の子どもの心を育む指導技術の１つである「コモ

ンセンスペアレンティング」という手法を用いて、どのように子どもとかかわってい

けば良いか、DVD視聴やロールプレイ等を通して、学び、考え、実践します。幼児教

育・学校教育現場等での教師と子どもとのかかわりだけでなく、保護者支援の一環と

しても学びを深めていただければと思います。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 北川 ） 

セッション１及び２：セッション 1では、子どもの発達を知り、適切な期待値をもつ

ことの重要性を学ぶ。セッション 2では、子どもの行動を具体的にわかりやすく表現

する「見せて話す」ということや、子どもの行動に対して大人の用いる「結果」次第

で子どもの行動が変わるといったこと等を学ぶ。 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

セッション３及び４：セッション 3では、どうして褒めることが大切であるのか、褒

めるタイミングや褒め方などを学ぶ。セッション 4では、社会スキルを用いた予防的

教育について具体的に学ぶ。 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

セッション５及び６：セッション 5では、実際に子どもの問題行動が起きてしまっ

た場合に、どのように行動すればよいかということを教え、練習する方法について

学ぶ。セッション 6では、効果的な子どもとのかかわりをするために、自分自身の

感情をコントロールする方法を学び、次に子どもに対してもどのようにして感情を

落ち着かせ、効果的に子どもとかかわれば良いかをステップに沿って学ぶ。 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

セッション７及びまとめ：セッション 7では、家族の絆を深めるために大切にすべき

伝統と、ＣＳＰの総復習を行う。 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

筆記試験および実技試験 

成績評価方法 試験結果に基づいて評価します。 
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