
 2020年度（令和２年度）免許状更新講習一覧

講習
番号

講習名 講習の概要 講師 時間数 講習の期間
対象
職種

主な受講対象者 定員 受講料

A01 【必修】教育の最新事情①

教育をめぐる厳しい現実の中で実践している教員の尽力を共感的
に受け止め、教育実践に資するために、教育学や心理学の最新の
成果、および近年の教育改革の動向を紹介する。具体的には、
「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課
題」「心のバリアフリー」について、教員に求められる最新の知
識・技能の修得と今日的な教育課題について講義を行う。

 藤原　顕（教育学部教授）
 今中　博章（教育学部准教授）

平野　晋吾（教育学部准教授）
6時間 令和2年8月17日 - - 140人 6,000円

A02 【必修】教育の最新事情①

教育をめぐる厳しい現実の中で実践している教員の尽力を共感的
に受け止め、教育実践に資するために、教育学や心理学の最新の
成果、および近年の教育改革の動向を紹介する。具体的には、
「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、
教育観等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見」「子どもの生活の変化を踏まえた課
題」「心のバリアフリー」について、教員に求められる最新の知
識・技能の修得と今日的な教育課題について講義を行う。

 藤原　顕（教育学部教授）
 今中　博章（教育学部准教授）

松尾　浩一郎（教育学部教授）
6時間 令和2年8月18日 - - 140人 6,000円

■　必修領域　「全ての受講者が受講する領域」
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学校種 免許職種，教科等

B01
【選択必修】世界の乳幼児教育・
保育改革最前線

本講義では、比較の視点から、20世紀末から世界各国（欧米諸
国、アジア諸国、日本）において急ピッチで取り組み始めている
乳幼児教育・保育（ＥＣＣＥ or ＥＣＥＣ）の制度改革と質的改
善の現状と課題及び各国における保育者の位置づけ・役割と資質
向上への取り組みを学習します。あわせて21世紀のパラダイム
における乳幼児教育・保育改革の共通課題についてを検討し、 広
い視野を持つ乳幼児教育・保育人材の資質向上を目指します。

劉　郷英（教育学部教授） 6時間 令和2年8月1日 幼稚園 特定しない 80人 6,000円

B02
【選択必修】多文化共生社会にお
ける国際教育

多文化共生社会における国際教育の現状と課題について広い視野
から捉え直して学ぶ。参加者は実践的・能動的に実習すること
で、国際理解や異文化理解についての思考を深める。特に学習者
が主体となる参加型学習手法を体験することで、多文化共生社会
の課題について議論を行う。

林原　慎（教育学部教授） 6時間 令和2年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学
校

特定しない 60人 6,000円

B03
【選択必修】生活に根ざすキャリ
ア教育

これまで学校で行われてきた進路指導とキャリア教育について概
観し,その理念と内容を検討し、進路指導とキャリア教育の相違点
等について講義する。また、現在における進路指導やキャリア教
育の問題と課題を見出す。さらに、児童・生徒がリアリティをも
つキャリア教育のあり方として、生活とのリンクを中心にして、
今後のキャリア教育の方向性について検討する。

髙澤　健司（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月18日
小学校
中学校
高等学校

特定しない 80人 6,000円

B04 【選択必修】教育相談

本講義では、架空の事例をディスカッションで検討し、子どもの
行動上の問題の意味を理解するとともに、基本的な対応の仕方、
保護者や他職種との連携の仕方、教育現場で子どもの心を支援す
るための基本的な姿勢について、臨床心理学の観点から理解を深
める。

山口　正寛（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月19日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学
校

特定しない 60人 6,000円

■　選択必修領域　「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

講習
番号

講習名 講習の概要 講師 時間数 講習の期間 定員 受講料
主な受講対象者
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講習
番号

講習名 講習の概要 講師 時間数 講習の期間
対象
職種

主な受講対象者 定員 受講料

C01
【選択】子どもの命と食の大切さ
を伝える食育教材

子どもの食を取り巻く環境の急激な変化に関しての問題を共有す
るとともに、食生活のあり方、食に関する技術について考える。
体験的食育をとおして、命と食べもののつながりについて考え、
今後の教材作りなどにつなげる。午前中は、小麦粉やおからを、
午後は米や米粉を主素材として、実際に洋菓子や和菓子を作る体
験をすることで、日常食や行事食の調理技術の向上にもつなげ
る。

 三谷　璋子（非常勤講師）
倉田　美恵（非常勤講師）

6時間 令和2年8月1日
教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校
教諭・栄養教諭

12人
6,500円

(実習費500円
込)

C02 【選択】地震活動と地殻変動

GPS等の宇宙測地技術を用いた地表変位の測定から、日本列島を
形作る地殻変動の様子が明確に把握できるようになりました。特
に、地震前後の地表面の変形がcm以上の精度で測定されるよう
になり、地震の発生メカニズムに対する理解が深まってきていま
す。本講習では、地殻変動のメカニズムやそれが引き起こす西日
本における地震活動の特徴について解説します。

向井　厚志（都市経営学部教授） 6時間 令和2年8月3日 教諭

幼稚園・小学
校・特別支援学
校教諭及び中・
高校の理科教諭

30人 6,000円

C03
【選択】コミュニケーション意欲
を高める英語の授業設計

本講習では、ネイティブ専門家と受講者が「アクティブ・ラー
ナー＝主体的学習者の育成」を念頭に、自らも「楽しく活発なコ
ミュニケーション活動」を体験して専門的意識を高めるととも
に、現任校において担当する学習者が「より意欲的にコミュニ
ケーション活動」に取り組めるような英語授業への具体的改善方
法を考える。

Stephen　Hampshire（都市経営学部
 講師）

後藤　悠里（都市経営学部　英語特任
講師）

6時間 令和2年8月5日 教諭
中学校・高等学
校英語教諭

20人 6,000円

C04
【選択】小学校における主体的・
対話的で深い学びのための授業づ
くりワークショップ

本講習は、小学校における主体的・対話的で深い学び実現の在り
方について、ワークショップ型の講習を通した体験的な理解を目
標とする。講習では、①主体的・対話的で深い学びの見出せる授
業実践事例を検討しながら、②主体的・対話的で深い学びに関す
る理論を学びつつ、それらを踏まえて③主体的・対話的で深い学
びのための実際の授業プランづくりに取り組む。

藤原　顕（教育学部教授） 6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校教諭のみ
に限定

56人 6,000円

C05
【選択】学校教育における歴史博
物館の活用

本講習では、実際に（歴史）博物館を会場として、博物館の機能
や役割、学校教育への取り組みについての事例を学習する。ま
た、博物館内の展示及びバックヤード等を見学する。さらに、博
物館側と学校側の両者の立場から、互いに意見や情報の交換を行
いながら、今後の連携・協力の在り方について検討を行う。

 八幡　浩二（都市経営学部准教授）
久下　実（広島県立歴史博物館　主任

 学芸員）
花本　哲志（頼山陽史跡資料館　主任
学芸員）

6時間 令和2年8月5日 教諭
小学校・中学
校・高等学校教
諭

40人 6,000円

C06 【選択】水を科学する

 ①21世紀の水を考える（堤）
21世紀は水をめぐって何が起ころうとしているのだろうか。地
球にある水が都市や社会でどのように利用され、その量の問題、
利用に応じた処理技術・安全性はどうなっているのかなど21世

 紀の水について幅広く考える。　
 ②流れる水と地形・地層（澤田）

瀬戸内地域の地形・地質の基礎知識を学ぶ。また、地域の地形・
地質と関連させた地学分野の授業を行うための一手段として、簡
単な水路実験装置を用いた三角州の堆積実験を行う。

 堤　行彦（都市経営学部教授）
澤田　結基（都市経営学部准教授）

6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科・社会科
教諭

15人 6,000円

■　選択領域　「受講者が任意に選択して受講する領域」
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講習
番号

講習名 講習の概要 講師 時間数 講習の期間
対象
職種

主な受講対象者 定員 受講料

C07
【選択】参加型学習を用いた国際
教育の理論と実践

小学校児童から高校生を対象とした国際教育（総合的な学習の時
間、社会科、道徳等）で使うことができる参加型学習教材を実践
的に学ぶ。参加者が模擬授業形式で実践的・能動的に実習するこ
とで、参加型学習教材の良さや課題についても体験的に習得す
る。また、参加型学習の理論についてグループで討議を行うこと
で、児童生徒が主体的に学ぶことのできる教材の開発や評価方法
のヒントが得られる。

林原　慎（教育学部教授） 6時間 令和2年8月6日 教諭

小学校教諭・中
学校教諭（社
会）・高校教諭
（地歴・公
民）・特別支援
学校教諭

35人 6,000円

C08 【選択】自然災害と防災・減災

日本では、毎年のように多くの自然災害が発生している。本講習
では、災害形態別に具体的な事例を紹介しながら、自然災害の発
生メカニズムについて概説するとともに、防災・減災対策につい
てハード・ソフトの両面から説明を行う。

加藤　誠章（都市経営学部准教授） 6時間 令和2年8月7日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 60人 6,000円

C09 【選択】現代韓国社会の理解

前半では、戦後の韓国社会の主たる出来事を中心に韓国社会形成
の現代史を学ぶ。韓国社会での国家主義・民主主義・自由主義の
多面性の共存を大衆文化、社会意識などの多方面から学習する。
後半では、国際政治学の枠組みと朝鮮地域研究における研究成果
を取り入れながら、戦後日韓関係史を学ぶ。また、国際政治学者
の「ソフト・パワー論」を現代韓国文化に援用し、外交政策論的
な観点から現代韓国文化・社会を理解する。

 金　淳植（都市経営学部教授）
松浦　正伸（都市経営学部講師）

6時間 令和2年8月8日 教諭
中・高等学校教
諭（社会、地歴
公民）

120人 6,000円

C10 【選択】手作りと豊かな衣生活

この講習では衣生活分野の内容を説明し、実習を行う。被服素材
の中での天然繊維の構造と性質を説明し、フェルトボール、手紡
ぎ糸、かんたん手織りの製作をする。また、日常生活の中から生
まれた伝統文化である「こぎん刺繍・さしこ」の技術を生かし
た、簡単な小物の製作を行う。

 筒井　由紀子（非常勤講師）
山本　百合子（非常勤講師）

6時間 令和2年8月8日 教諭

幼稚園・小学校
教諭・特別支援
学校教諭及び中
学校・高等学校
教諭（家庭）

10人
6,800円

(材料費800円
込)

C11
【選択】明日の授業に役立つ創
作・鑑賞指導のポイント

これまでの小学校音楽科教育において、創作指導及び鑑賞指導が
どのように扱われてきたのかを概観するとともに、それぞれの意
義について、音楽科教育を取り巻く環境や学習者に育まれる能力
を視点として考察を行う。併せて創作・鑑賞の演習に取組み、指
導のポイントについて理解する。

古山　典子（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月19日 教諭 小学校教諭 30人 6,000円

C12
【選択】教育相談・保護者面接に
活かすカウンセリング技法

教育相談や保護者面接では、「傾聴」や「共感」の大切さは言う
までもありませんが、これらを伝えることは意外と難しいもので
す。カウンセリングに基づくこのような基本姿勢を身につけるこ
とは、相談者自らが問題解決に向けて動き出していくことを支え
ていくためにも重要です。この講義では、教育相談や保護者面接
に活かすカンセリングの諸技法を実習形式で学ぶとともに、相談
者自身が問題解決に向き合うために必要な援助技法を学びます。
なお、本講習の一部は「【選択必修】教育相談」の講習と重なる
場合があります。

山口　正寛（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月20日
教諭
養護教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭・
中学校教諭・高
等学校教諭及び
養護教諭

30人 6,000円
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講習
番号

講習名 講習の概要 講師 時間数 講習の期間
対象
職種

主な受講対象者 定員 受講料

C13
【選択】経済学の視点から環境問
題を考える

地域レベルのごみ問題から地球的規模で生じている気候変動や海
洋プラスチック問題に至るまで環境問題の事例は数多いが、いず
れの環境問題も経済活動と密接な関係があることは共通してい
る。本講習はこのような問題認識のもと、経済学の理論や手法を
用いて現代経済と環境問題の関係を理解することで、環境問題に
ついて社会科学的な視点で考察を深める。

長谷川　良二（都市経営学部准教授） 6時間 令和2年8月20日 教諭
中・高校の社会
科系教諭

30人 6,000円

C14
【選択】SDGs・ESDと日本の学
校・地域社会

2015年国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は
経済、社会、環境のバランスが取れた「誰一人取り残さない」世
界を2030年までに実現することを目指すものであり、一方、
「持続可能な開発のための教育（ESD）」とは持続可能な社会作
りの担い手を育む教育である。本講習ではSDGsとESDの背景、
意義や内容を理解し、SDGｓとESDを日本の学校や地域社会で
どう実践すべきかについて考える。

上別府　隆男（都市経営学部教授） 6時間 令和2年8月20日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 40人 6,000円

C15
【選択】学校教育における「風土
記の丘」（遺跡と博物館）の活用

講習会場である「広島県立みよし風土記の丘」には、国史跡に指
定されている浄楽寺・七ツ塚古墳群が保存整備されている。本講
習では、併設されている「みよし風土記の丘ミュージアム（広島
県立歴史民俗資料館）」で、博物館の機能や役割、博学連携の取
り組みについての事例を学習する。また、実際にフィールドへ出
て、移築・復元された文化財や古墳群について見学を行いなが
ら、学校教育における「風土記の丘」（遺跡・文化財と博物館）
の活用の可能性を考える。

 八幡　浩二（都市経営学部准教授）
田邊　英男（広島県立歴史民俗資料館

 館長）
葉杖　哲也（広島県立歴史民俗資料館

 主任学芸員）
西村　直城（広島県立歴史民俗資料館

 学芸課長）
村田　晋（広島県立歴史民俗資料館

 学芸員）
島田　朋之（広島県教育事業団事務局
埋蔵文化財調査室　主任調査研究員）

6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校・中学
校・高等学校教
諭

40人
6,800円

(観覧料800円
込)

C16
【選択】算数科の認識調査を活用
した教材研究の視点

授業研究・教材開発についての背景となる子どもの認識（つまず
き）について理解し、数学教育の理論を授業開発・教材研究の実
践計画に応用する視点を体得する。実際の講義では、討議を通し
て現在行っている授業方法の意図を問い直しながら、認識調査を
活かした授業研究の効果について講義する。また、演習を通しな
がら、子ども達が興味をもつ数学的活動の指導方法・留意点を知
ることを目標とする。なお、認識調査は、学校種を問わず実施可
能な研究方法であり、小中連携の観点から中学校教諭（数学）も
対象とする。

太田　直樹（教育学部講師） 6時間 令和2年8月21日 教諭
小学校教諭，中
学校教諭（数
学）

50人 6,000円

C17
【選択】就学前教育と小学校の接
続期をデザインする　－表現の発
達を通して－

就学前と小学校をつなぐ接続期に焦点を当て、子どもたちの表現
から理解できること、子どもが表わすこと（発語、体の動き等）
の意味を考えていく。講義（子どもの発達と表現、表現活動の重
要性）と実技演習（子どもの表現が輝く教材の開発と指導法、協
同的な表現）を経験しながら、幼児期から児童期にかけての発達
の連続性を考慮した接続期のあり方と表現活動について理解を深
める。

大庭　三枝（教育学部准教授）
渡邊　真理子（福山市保健福祉局　児
童部保育課　課長補佐兼次長）

6時間 令和2年8月21日
教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
教諭・養護教諭

40人 6,000円

C18
【選択】子どもの興味を生かした
学びのデザイン　－鉄道への興味
を素材にして－

幼児期の男の子は特に鉄道や乗り物に興味を示します。興味があ
ることは子どもはどんどん学びます。このようなことを念頭に、
教育者が、子どもの趣味をもつ素材から、学びのデザインを形
作っていくことを講義いたします。具体的な内容としては、鉄道
を素材として、認知スキルや社会情動スキルに関る学びがどのよ
うに展開させるかを講義した後に、参加者が自分でジャンルを設
定し、教案を作成します。その教案の相互提示と議論を通して、
学びのデザインをする経験を共有します。

弘田　陽介（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月22日 教諭

公私立保育所及
び認定こども園
に勤務する幼稚
園教諭免許状を
有する者

120人
6,880円

(テキスト代880
円込)
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C19
【選択】就学前教育と小学校の接
続期をデザインする　－表現の発
達を通して－

就学前と小学校をつなぐ接続期に焦点を当て、子どもたちの表現
から理解できること、子どもが表わすこと（発語、体の動き等）
の意味を考えていく。講義（子どもの発達と表現、表現活動の重
要性）と実技演習（子どもの表現が輝く教材の開発と指導法、協
同的な表現）を経験しながら、幼児期から児童期にかけての発達
の連続性を考慮した接続期のあり方と表現活動について理解を深
める。

大庭　三枝（教育学部准教授）
渡邊　真理子（福山市保健福祉局　児
童部保育課　課長補佐兼次長）

6時間 令和2年8月24日
教諭
養護教諭

幼稚園・小学校
教諭・養護教諭

40人 6,000円

C20
【選択】データで地域を表現する
～基礎編：RESASを使って～

本講習では、パソコン初心者でも簡単に操作でき、総合的な探究
の時間などの学校教育の場でも活用可能な「地域経済分析システ
ム（RESAS：リーサス）」という地域統計データベースの使い
方と活用方法を演習形式で学びます。そのうえで、学校現場での
活用方法を受講生のニーズや中学校・高等学校別のグループワー
ク形式で、課題解決と効果的な教材づくりを目指します。なお、
本講習では、初級者向けに演習レベルを設定しています。

 渡邉　一成（都市経営学部教授）
大門　創（都市経営学部准教授）

6時間 令和2年8月24日 教諭
中学校・高等学
校社会科系教諭

30人 6,000円

C21
【選択】データで地域を表現する
～発展編：WebGISを使って～

本講習では、特に追加的なソフトウェアの購入や整備が不要で、
中高の教育活動でも十分に実践可能なWeb GISの操作方法を演習
形式で学びます。具体的には、能動的な教育活動には必要不可欠
であると思われる統計情報の可視化、位置情報の作成、エクセル
形式のデータのインポート・エキスポート方法まで演習を行いま
す。

 渡邉　一成（都市経営学部教授）
大門　創（都市経営学部准教授）

6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校社会科系教諭

30人 6,000円

C22
【選択】障害児教育の創始者と新
情勢から学ぶ特別支援教育の可能
性と課題

障害児教育を創始したすぐれた教育者たちが行ってきた実践や取
り組みを学び直すことにより、方向性が見えにくくなっている教
育の在り方について原点に立ち戻って考える契機とする。そして
今後の特別支援教育の在り方を考える上での重要な視点である、
インクルーシブ教育、障害者権利条約、障害児者の支援施策の情
勢と課題などを学び、これからの特別支援教育の在り方について
議論する。

 髙橋　実（教育学部教授）
吉井　涼（教育学部講師）

6時間 令和2年8月25日
教諭
養護教諭

幼稚園，小，
中，高等学校及
び特別支援学校
教諭，養護教
諭，幼保連携型
認定こども園保
育教諭

50人 6,000円
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