
 

平成２９年度免許状更新講習 当日スケジュール【予定】 

《必修領域》 全ての受講者が受講する領域 

講座Ａ：「学校教育と子どもを巡る最新動向」 

●講座日「平成２９年７月２９日（土）」（６時間） 受講対象者：全教員 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：２０（２０分） ●オリエンテーション 宮川 充司 

９：２０～１０：５０（９０分） 21 世紀の教育改革と次期学習指導要領に見る新たな教授・学習の提案 早川 操 

１０：５０～１１：００（１０分） （休憩）  

１１：００～１２：００（６０分） 教育的なケアから見た教師生徒関係と子どもの学習 早川 操 

１２：００～１３：００（６０分） （昼食・休憩）  

１３：００～１４：３０（９０分） 神経発達症（発達障害）の最新知識 宮川 充司 

１４：３０～１４：4０（１０分） （休憩）  

１４：４０～１５：４０（６０分） 多様性に応じた学級づくり 坂本 德弥 

１５：４０～１６：００（２０分） （休憩）  

１６：００～１７：００（６０分） 《筆記試験》 坂本 德弥 

１７：００～ 【事務連絡】 宮川 充司 

 

《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 

講座Ｂ１：「学習指導要領の改訂・学校危機管理」 

●講座日「平成２９年７月３１日（月）」（６時間） 受講対象者：全教員 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 宮川 充司 

９：１０～１０：４０（９０分） 次期学習指導要領の改訂のポイントと課題 早川 操 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１１：５０（６０分） 21 世紀型学力の育成とアクティブ・ラーニング 早川 操 

１１：５０～１２：５０（６０分） （昼食・休憩）  

１２：５０～１３：５０（６０分） 学校における危機管理 宮川 充司 

１３：５０～１４：００（１０分） （休憩）  

１４：００～１５：３０（９０分） 学校における危機管理：グループワーク 宮川 充司 

１５：３０～１５：５０（２０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 宮川 充司 
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１６：５０～ 【事務連絡】 宮川 充司 

 

講座Ｂ２：「国際理解と異文化理解教育」 

●講座日「平成２９年７月３１日（月）」（６時間） 受講対象者：全教員 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：４０（９０分） 地球時代の教育と国際理解教育 宇土 泰寛 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１２：２０(９０分) グローバル化の中で生きる子どもと外国人児童生徒の教育 宇土 泰寛 

１２：２０～１３：２０（６０分） （昼食・休憩）  

１３：２０～１４：２０（６０分） 多文化共生を基盤としたユネスコスクールの取り組み 林 敏博 

１４：２０～１４：３０（１０分） （休憩）  

１４：３０～１５：３０（６０分） 持続可能な開発のための教育（ESD）と大陸間交流教育 林 敏博 

１５：３０～１５：５０（２０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 宇土 泰寛 

１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

 

《選択領域》 受講者が任意に選択して受講する領域 

講座 C１：「ICT と教育メディアの活用」 

●講座日「平成２９年８月１日（火曜日）」（６時間） 受講対象者：教諭                     ◎講義内での課題制作を実技考査とします。 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 鳥居 隆司 

９：１０～１１：１０（１２０分） ICT と教育メディアの活用 鳥居 隆司 

１１：１０～１１：２０（１０分） （休憩）  

１１：２０～１２：２０（６０分）  教育メディアの活用のための映像表現１  宮下 十有 

１２：２０～１３：３０（７０分） （昼食・休憩）  

１３：３０～１４：３０（６０分）  教育メディアの活用のための映像表現２  宮下 十有 

１４：３０～１４：４０（１０分） （休憩）  

1４：４０～1６：４０（1２０分）  ICT の活用とインストラクショナルデザイン  

松山 智恵子 

亀井 美穂子 
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１６：４０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C２：「コンピュータ・プログラミング教育の基礎」 

●講座日「平成２９年８月３日（木曜日）」（６時間） 受講対象者：教諭                     ◎講義内での課題制作を実技考査とします。 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 鳥居 隆司 

９：１０～１０：１０（６０分）  コンピュータ・プログラミング教育の基礎１  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１０：１０～１０：２０（１０分） （休憩）  

１０：２０～１１：２０（６０分）  コンピュータ・プログラミング教育の基礎２  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１１：２０～１１：３０（１０分） （休憩）  

１１：３０～１２：３０（６０分）  マイコンボードの製作１  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１２：３０～１３：３０（６０分） （昼食・休憩）  

１３：３０～１４：３０（６０分）  マイコンボードの製作２  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１４：３０～１４：４０（１０分） （休憩）  

１４：４０～１５：４０（６０分）  マイコンの活用とプログラミング１  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１５：４０～１５：５０（１０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分）  マイコンの活用とプログラミング２  
鳥居 隆司 

加藤 良将 

１６：５０～ 【事務連絡】 鳥居 隆司 

 

講座 C３：「神経発達症（発達障害）と教室での対応」 

●講座日「平成２９年８月 7 日（月曜日）」（６時間） 受講対象者：教諭・養護教諭                        

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 宮川 充司 

９：１０～１０：４０（９０分） 神経発達症（発達障害）の理解と早期の気づき・対応 1 中島 正夫 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１１：５０（６０分） 神経発達症（発達障害）の理解と早期の気づき・対応 2 中島 正夫 

１１：５０～１２：５０（６０分） （昼食・休憩）  

１２：５０～１３：５０（６０分） 発達障害をもつ子どもへの支援 1 中西 由里 

１３：５０～１４：００（１０分） （休憩）  

１４：００～１５：３０（９０分） 発達障害をもつ子どもへの支援 2 中西 由里 

１５：３０～１５：５０（２０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 宮川 充司 
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１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C４：「学校における健康問題とその対応」 

●講座日「平成２９年８月８日（火曜日）」（６時間） 受講対象者：教諭・養護教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：1０（６０分） 概論・心肺蘇生と AED・頭部外傷 竹井 留美 

１０：１０～１０：２０（１０分） （休憩）  

１０：２０～1１：２０（６０分） 食物アレルギー反応 安本 卓也 

１１：２０～１１：３０（１０分） （休憩）  

１１：３０～１２：３０（６０分） 1 型糖尿病 生田 美智子 

１２：３０～１３：３０（６０分） （昼食・休憩）  

１３：３０～１４：３０（６０分） 心肺蘇生と AED の使用および意識レベル等の確認／アレルギー反応への対応 
前田節子・竹井留美/ 

安本卓也・生田美智子 

１４：３０～１４：４０（１０分） （休憩）  

１４：４０～１５：４０（６０分） アレルギー反応への対応／心肺蘇生と AED の使用および意識レベル等の確認 
安本卓也・生田美智子/ 

前田節子・竹井留美 

１５：４０～１５：５０（１０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 
前田節子・生田美智子  

安本卓也・竹井留美 

１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C５：「学校数学の現代数学的視点からの再検討」 

●講座日「平成２９年８月２日（水曜日）」（６時間） 受講対象者：小学校教諭・中学校数学科教諭・高等学校数学科教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 髙橋 聡 

９：１０～１０：２５（７５分） 

変化の捉え方 

～解析的な内容を踏まえて～ 

白井 朗 

１０：２５～１０：３５（１０分） （休憩）  

１０：３５～１１：５０（７５分） 

同じかたちとは？ 

～幾何的な内容を踏まえて～ 

浪川 幸彦 

１１：５０～１２：５０（６０分） （昼食・休憩）  

１２：５０～１４：０５（７５分） 

規則性の捉え方 

～代数的な内容を踏まえて～ 

竹内 聖彦 

１４：０５～１４：１５（１０分） （休憩）  
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１４：１５～１５：３０（７５分） 

学校数学における教育内容の再検討とその必要性 

～学習指導要領改訂の動向を踏まえて～ 

髙橋 聡 

１５：３０～１５：４０（１０分） （休憩）  

１５：４０～１６：４０（６０分） 《筆記試験》 髙橋 聡 

１６：４０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C６：「食育を取り巻く最新事情と課題」 

●講座日「平成２９年８月 3 日（木）」（６時間） 受講対象者：栄養教諭・中学校家庭科教諭・高等学校家庭科教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：４０（９０分） 日本の食文化・外国の食文化と食育 加賀谷 みえ子 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１２：２０（９０分） 学齢に応じた食育の進め方-グループワ-ク 加賀谷 みえ子 

１２：２０～１３：３０（７０分） （昼食・休憩）  

１３：３０～１４：３０（６０分） 学校給食や食環境の歴史から「食育の在り方を」探る① 石垣 みね子 

14：３０～14：４０（１０分） （休憩）  

１４：４０～１５：４０（６０分） 学校給食や食環境の歴史から「食育の在り方を」探る② 石垣 みね子 

１５：４０～１５：５０（１０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 加賀谷 みえ子 

１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C７：「食と健康を巡る最新事情と課題」 

●講座日「平成２９年８月 4 日（金）」（６時間） 受講対象者：栄養教諭・中学校家庭科教諭・高等学校家庭科教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０(１０分) ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：４０（９０分） 生活習慣病の予防対策（肥満・メタボリックシンドローム） 内藤 通孝 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１1：５０（６０分） 生活習慣病の予防対策（糖尿病・脂質異常症）  内藤 通孝 

１１：５０～１２：５０（６０分） （昼食・休憩）  

１２：５０～１４：２０（９０分）  科学的根拠からみた食事内容  三田 有紀子 

１４：２０～１４：３０（１０分） （休憩）  
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１４：３０～１５：３０（６０分） 理論に基づいた栄養サポートとは？ 三田 有紀子 

１５：３０～１５：４０（１０分） （休憩）  

１５：４０～１６：４０（６０分） 《筆記試験》 加賀谷 みえ子 

１６：４０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C８：「家庭科を巡る最新研究と課題」 

●講座日「平成２９年８月７日（月曜日）」（６時間） 受講対象者：小学校教諭・中学校家庭科教諭・高等学校家庭科教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：１０（６０分） 金融教育を巡る環境変化とこれからの実践的金融教育について 植林 茂 

１０：１０～１０：２０（１０分） （休憩）  

１０：２０～１１：２０（６０分）  建物の耐震安全性 Ⅰ 清水 秀丸 

１１：２０～１１：３０（１０分） （休憩）  

１１：３０～１２：３０（６０分）  建物の耐震安全性 Ⅱ 清水 秀丸 

１２：３０～１３：３０（６０分） （昼食・休憩）  

１３：３０～１４：３０（６０分）  被服製作を支援するマルチデバイス対応型コンテンツの現状と教育効果 石原 久代 

１４：３０～１４：４０（１０分） （休憩）  

１４：４０～１５：４０（６０分） マルチデバイス対応型被服製作コンテンツの簡単な作成例 石原 久代 

１５：４０～１５：５０（１０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 上甲 恭平 

１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

 

講座 C９：「音楽科を巡る最新課題」 

●講座日「平成２９年８月４日（金曜日）」（６時間） 受講対象者：小学校教諭・中学校音楽科教諭・高等学校音楽科教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 山中 文 

９：１０～１０：１０（６０分） 新学習指導要領・音楽科の内容について 山中 文 

１０：１０～１０：２０（１０分） （休憩）  

１０：２０～１1：５０（９０分） 現代の教育課題をとらえた音楽科の授業づくり 山中 文 

１１：５０～１２：００（１０分） （休憩）  

１２：００～１２：３０（３０分） 《筆記試験》 山中 文 

１２：３０～１３：２０（５０分） （昼食・休憩）  
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１３：２０～１４：２０（６０分） 楽譜浄書アプリケーションを使用した音楽理論の基礎について/旋律作曲の体験 ① 渡邉 康 

１４：２０～１４：３０（１０分） （休憩）  

１４：３０～１６：００（９０分） 
楽譜浄書アプリケーションを使用した音楽理論の基礎について 

/旋律作曲の体験  ② 
渡邉 康 

１６：００～１６：１０（１０分） （休憩）  

１６：１０～１６：４０（３０分） 《実技考査》 渡邉 康 

１６：４０～ 【事務連絡】 渡邉 康/教務課 

 

講座 C１０：「グローバル化と小学校の外国語教育」 

●講座日「平成２９年８月８日（火曜日）」（６時間） 受講対象者：小学校教諭 

時 間 講  座  内  容 担当者 

８：３０～９：００ 【入 室】  

９：００～９：１０（１０分） ●オリエンテーション 教務課 

９：１０～１０：４０（９０分） グローバル化時代の外国語教育と次期学習指導要領 宇土 泰寛 

１０：４０～１０：５０（１０分） （休憩）  

１０：５０～１１：５０（６０分） 小学校の外国語教育の現状と今後 林 敏博 

１１：５０～１２：５０（６０分） （昼食・休憩）  

１２：５０～１４：２０（９０分） 小学校の外国語教育の実践方法と事例 

廣澤 義晴 

林 敏博 

１４：２０～１４：３０（１０分） （休憩）  

１４：３０～１５：３０（６０分） 小学校外国語教育の実践事例 森 和久 

１５：３０～１５：５０（２０分） （休憩）  

１５：５０～１６：５０（６０分） 《筆記試験》 宇土 泰寛 

１６：５０～ 【事務連絡】 教務課 

※予定でございますので、一部変更になる場合もございます。 
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