
教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 5日(月) / 講習番号：332 

講座名 【選択】善通寺市二千年の風景を体感する 

受講対象者 小学校、中学校、高等学校教諭向け 

教員名 伊藤 松雄 

実施形式 講義 

テキスト 講義に際して資料等を閲覧できるようにします 

その他 市街散策を予定していますので、暑さ対策をしてください 

講義内容 

四国学院大学が位置する善通寺市は、空海生誕の地として多くの文化財をその風景の中

に保有し、また二千年という京都よりも長い歴史を誇る。ここでは、善通寺市がなぜ二

千年という歴史を樹立できたのか、実際に風景を巡りその謎に迫る。具体的には、履修

者はグループに分かれて、この問題の解答と証明方法を議論し、その後、実際の風景の

中でその解答の手掛かりを探索する。最後に、その手掛かりから解答を議論し、発表す

る。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 伊藤 ） 

資料（善通寺市発行「みちくさ遍路」など）により上記問題の背景が解説される。まず、

グループごとに問題の解答を想定し、解決方法を議論する。その後、再検討して、問題

を絞り込む。 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

善通寺市街（大学〜善通寺〜香色山）を散策し、市街に散在する文化財と自然を理解し、

地図上で確認する。その際、グループごとに議論した解答および解決方法の手掛かりを

探す。 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

グループごとに散策で得られた手掛かりから推測できる解答を議論し、その解答に至っ

た根拠を発表する。ユニークな発想と論理的な根拠が期待される。 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

発表を通して、各グループの問題に対する視点を相互に確認し、学び取る。最後に、解

答例として問題の絞り込み、想定される解答の設定、市街散策で得られる解決方法の手

掛かりなどを例示する。 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

筆記試験 

成績評価方法 筆記試験とクラスの参加程度 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 

2019年度廃止(2019年 5月 20日) 

開講日：2019年 8月 5日(月) / 講習番号：333 

講座名 【選択】イギリス・アメリカ・日本の文化比較 

受講対象者 高等学校英語科教諭向け 

教員名 中西 ウェンディ 

実施形式 略式の討議とペアワーク演習 

テキスト テキストはありません。プリントを配布します。 

その他 ウェンディ先生は日本語を話せないため、学生は高い英語の技量を持っていてほしい。 

講義内容 

日本、イギリス、アメリカで何年も過ごしてきた中西ウェンディ先生の人生体験を交え

ながら、それぞれの国の文化や違いを学びます。簡単な英語と日本語を使って、それぞ

れの歴史や地図、音楽、人種、考え方などを楽しく学びましょう。(講座は英語会話のみ

で行います。) 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 中西 ） 

生徒と先生による自己紹介。 

イギリス、アメリカ、日本について知っていることを、地図を使って討論を行う。三ヶ

国間の人口統計の比較なども行う。 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

三ヶ国間の文化・地理・政治・歴史について討論を行う。 

※2時限目の前にクイズを行う。 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

三ヶ国間で広く普及している食文化やメディアについて討論を行う。 

グループに分け、文章を日本語訳・発表を行う。 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

その他さまざまな事柄を比較（天気、国民の特徴、愛国心への観念、スポーツ等）し、

各国の時事問題をとりあげる。 

 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

試験を行う。 

成績評価方法 試験結果で評価する。 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 5日(月) / 講習番号：334 

講座名 【選択】教諭と学校図書館 

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 田中 紘一 

実施形式 講義を中心に（対話もとり入れ） 

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 
これまで、学校図書館についてどう考えてきたか、特に、学校図書館の必要性をどう

考えてきたか、６00字程度にまとめておいてください。 

講義内容 

教諭にとって、学校図書館とは何か。平成の時代、学校図書館活動は停滞から発展

へ。その要因は何か。教諭の多くは、学校図書館について学ぶ機会が多くはない。本

講習では、まず、受講者がこれまでの学校図書館とのかかわりを確認。その上で、学

校図書館法等の法令、国や地方自治体の各種計画、朝の一斉読書等の読書活動や学校

図書館（資料）を利活用した授業等の学習活動の基本を学ぶとともに、二つの「何か」

について考える。 

講義計画 内   容 

1時間目 

（75分） 

担当者（ 田中 ） 

◯ 学校図書館とは何か 

１．これまでの、各自の学校図書館とのかかわりの確認 

２．「学校図書館法」（昭和２８年制定、主な改正：平成９年、平成２７年） 

３．「学校図書館ガイドライン」（平成２８年） 

４．「学校図書館に関する職務分担表」（平成３１年）＜校長・司書教諭・学校司書・

教職員＞ 

2時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

◯ ＜平成 30年間＞学校図書館の発展をもたらしたもの（１） 

１．学校図書館図書標準の設定（平成 5年） 

２．数次にわたる学校図書館図書整備等５か年計画（平成５年～） 

３．学校図書館の充実を求める市民の取組み 

3時間目 

（75分） 

担当者（ 〃 ） 

◯ ＜平成 30年間＞学校図書館の発展をもたらしたもの（２） 

１．子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年） 

２．子供読書活動推進基本計画（政府）・子ども読書活動推進計画（地方自治体） 

 （平成１４年～） 

３．ブックスタート、一斉読書、読み聞かせ等 

4時間目 

（75分） 

 担当者（ 〃 ） 

◯ 学校図書館の計画的利用と読書活動・学習活動（学習指導要領総則） 

１．教諭等による学校図書館の計画的利活用と授業改善（ＮＩＥも含む） 

２．児童生徒による学校図書館の利活用と読書活動や学習活動の充実 

３．「情報資源を活用する学びの指導体系表」（平成３１年） 

４．今後の、各自の学校図書館へのかかわりへの再確認 

5時間目 

（60分） 

担当者（ 〃 ） 

◯ 試験 

 講義内容に沿った筆記試験を実施します。 

成績評価方法 筆記試験 

 



教員免許状 更新講習 シラバス 
 
開講日：2019年 8月 5日(月) / 講習番号：335 

講座名 【選択】学校教育現場に活かす健康管理① 

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 5日(月) / 講習番号：336 

講座名 
【選択】教室で生かす ABA（応用行動分析学）①～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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