
 

 
 

 

平成３０年度教員免許状更新講習のお知らせ 
― 受講者募集要項 ― 

 
平成１９年６月に教育職員免許法が改正され、平成２１年度から教員免許更新制が導入されまし

た。制度導入後に授与された教員免許状には１０年の有効期間が定められ、有効期間の更新のため

には免許状更新講習の受講と修了が必要となっています。また、制度導入以前に取得された教員免

許状についても、１０年毎の修了確認期限が定められ、当該期限までに必修領域６時間以上、選択

必修領域６時間以上、選択領域１８時間以上の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。 

（詳細は文部科学省ＨＰ→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm） 

 奈良教育大学では、本年度も別紙（開設講習一覧）の通り、奈良県内の大学・その他の機関と連

携して、教員のニーズに応じた多様な講習を実施します。 

  
平成３０年度の対象となるのは、次の（１）（２）に該当する方です。 

（１） 旧免許状（平成２１年３月３１日以前に授与された免許状）所持者で、以下のaまたはbの該当者 

a. 教諭または養護教諭の免許状を所持しており、生年月日が次の期間の者 
  平成３１年３月３１日に修了期限を迎える者 

生年月日 免許状更新講習受講期間 
昭和38年4月2日 ～ 昭和39年4月1日  

平成29年2月1日

 
～

 
平成31年1月31日昭和48年4月2日 ～ 昭和49年4月1日 

昭和58年4月2日 ～ 昭和59年4月1日 
平成３２年３月３１日に修了期限を迎える者 

生年月日 免許状更新講習受講期間 
昭和39年4月2日 ～ 昭和40年4月1日  

平成30年2月1日

 
～

 
平成32年1月31日昭和49年4月2日 ～ 昭和50年4月1日 

昭和59年4月2日 ～  

b. 栄養教諭の免許状を所持しており、次の期間に免許状が授与された者 
免許状を授与された日 免許状更新講習受講期間 

平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 
平成29年2月1日 ～ 平成31年1月31日

までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 

 
（２） 新免許状（平成２１年４月１日以降に初めて授与された免許状）所持者で、免許状に記載さ

れている有効期間満了の日の２年２ヶ月前から２ヶ月前の者 
 

奈 良 教 育 大 学 

奈良の地で－ 

学び創造、 

学び発信。 

奈良教育大学 
NARA UNIVERSITY OF EDUCATION 
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受講者募集要項 

１．更新講習の概要 

（１）募集定員 

  ・必修領域    １２４０人 

・選択必修領域  各講習で定員を設定（開設講習一覧を参照） 

  ・選択領域    各講習で定員を設定（開設講習一覧を参照） 

  

（２）講習会場 

  奈良教育大学      ：奈良市高畑町 

  畿央大学        ：北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 

  天理大学 

（体育学部キャンパス） ：天理市田井庄町80 

  （杣之内キャンパス）  ：天理市杣之内町1050 

  奈良大学        ：奈良市山陵町1500  

  奈良学園大学       

（三郷キャンパス）   ：生駒郡三郷町立野北3-12-1 

  奈良佐保短期大学    ：奈良市鹿野園町806 

  奈良保育学院      ：奈良市三条宮前町3-6 

  国立曽爾青少年自然の家 ：宇陀郡曽爾村太良路1170 

  奈良県立野外活動センター：奈良市都祁吐山町2040 

 

（３）講習日 

  ・必修領域   ①６月３０・７月１日（土・日）、②８月４・５日（土・日） 

  ・選択必修領域 各講習で日時を設定（開設講習一覧を参照） 

・選択領域   各講習で日時を設定（開設講習一覧を参照） 

 

（４）講習時間 

   各会場によって異なります。詳細は後日送付の実施要項にてお知らせします。 

 

（５）受講料 

   必修領域    ６時間講習・・・ ６，０００円 

選択必修領域  ６時間講習・・・ ６，０００円  

   選択領域    ６時間講習・・・ ６，０００円 

   選択領域   １２時間講習・・・１２，０００円（国立曽爾青少年自然の家・奈良県立野外活動センター） 

 （※受講料の他、実技や合宿研修等の講習において実費等を徴収するものがあります） 

 

２．受講対象者 

更新講習の受講対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下の（１）（２）に該当する者です。 
（１）平成２１年３月３１日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方（栄養教諭免許状を持つ方を 

除く） 
① 現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く）  
② 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員  
③ 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者  
④ ③に準ずる者として免許管理者が定める者  
⑤ 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 
⑥ 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 
また、今後教員になる可能性が高い者として、次の⑦から⑪に該当する者  
⑦ 教員採用内定者  
⑧ 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者  
⑨ 過去に教員として勤務した経験のある者  
⑩ 認定こども園及び認可保育所で勤務する保育士 
⑪ 幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 
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上述の①～⑪に該当する方の中で、平成３０年度の対象となるのは、次のa・bに該当する方です。 

a. 教諭または養護教諭の免許状を所持しており、生年月日が次の期間の者 
  平成３１年３月３１日に修了期限を迎える者 

生年月日 免許状更新講習受講期間 
昭和38年4月2日 ～ 昭和39年4月1日  

平成29年2月1日 
 
～

 
平成31年1月31日 昭和48年4月2日 ～ 昭和49年4月1日 

昭和58年4月2日 ～ 昭和59年4月1日 
平成３２年３月３１日に修了期限を迎える者 

生年月日 免許状更新講習受講期間 
昭和39年4月2日 ～ 昭和40年4月1日  

平成30年2月1日 
 
～

 
平成32年1月31日 昭和49年4月2日 ～ 昭和50年4月1日 

昭和59年4月2日 ～  

b. 栄養教諭の免許状を所持しており、次の期間に免許状が授与された者 
免許状を授与された日 免許状更新講習受講期間 

平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 
平成29年2月1日 ～ 平成31年1月31日 

までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 

 
（２）新免許状（平成２１年４月１日以降に初めて授与された免許状）所持者で、免許状に記載されている有効期間満了

の日の２年２ヶ月前から２ヶ月前の者 
 

 
 

 

 

 

 

３．免除対象者   

以下の者は、免許管理者（都道府県教育委員会）に申請を行うことによって教員免許状更新講習が免除となります。 

①教員を指導する立場にある者  

・校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、主幹教諭または指導教諭  

・教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者  

・免許状更新講習の講師となっている者 など  

②優秀教員表彰者 

   文部科学大臣、教育委員会などから、各教科の指導法または生徒指導その他その者の所持する免許状に関係する 

知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者。 

  ただし、優秀教員表彰を若くして受けた場合には、優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となります。  

   

 ※詳細は免許管理者（都道府県教育委員会）にお問合せください。 

 

４．応募手続き・諸注意  

（１）受講申込 

 ○Ｗｅｂのみの受付で先着順となります。奈良教育大学ホームページ上にて後日稼動（４月下旬予定）する『教

員免許状更新講習受付システム』から申し込んでください（『教員免許状更新講習受付システム利用手引き』を後

日掲載（４月下旬予定）しますので、そちらを参照下さい）。手続きの流れは次の通りです。 

① 『教員免許状更新講習受付システム』上で申込みしてください。 

② ①終了後、予約の完了確認メールを大学から各受講者へ送信（※１）します。 

 ☆予約の完了確認メールに、『事前アンケート（※２）』と『受講申込書（※３）』が添付されています。 

※これまでに修了確認期限の延期又は延長をされている方，教諭等の職に就く予定の方で既に所持する教員 
 免許状の修了確認期限が過ぎている方についても，今年度の受講対象者になる場合があります。受講資格、 
 更新義務の有無、修了確認期限等については、免許管理者（都道府県教育委員会）にお問合せください。 
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③ 奈良教育大学より受講者に『実施要項』『口座振込依頼書』を送付します。 

④ 実施要項に記載されている期日までに、受講料を指定口座に振込み、その領収書の写し（ATM の明細でも可）

を『受講申込書』の裏面に貼り付けて、『受講申込書』と『事前アンケート』を下記あて先まで送付（郵送のみ）

してください。 

 

※１ 予約の完了確認メールには受講者のＩＤと講習当日の受講者番号が記載されており、登録内容を奈良教育大

学ホームページから確認できますので大切に保管ください。（平成２９年度に取得したＩＤは使用できません。） 
また、受講者番号は講習当日に必要となり、１講習につき１つ割り振られます。講習当日は受講者番号順に

座っていただきます。 

※２ 『事前アンケート』は１講習ごとに１枚の提出になります。必要分を各自で印刷してください。 

事前アンケートは受講者のニーズなどを把握し、講習に活用するために実施します。 

   ただし、必ずしもご希望にそえないことがあることを予めご了承ください。 

※３ 『受講申込書』は１講習ごとに１枚の提出になります。必要分を各自で印刷して下さい。 

顔写真(3×2.5cm)を貼り付け、必要事項を記入の上、所属長の証明を受けたものを送付してください。 

また、送付する前に『受講申込書』のコピー（写真貼付、所属長の証明を受けたもの）を各自で必ず取って

おいてください（受講当日の受付けにおいて本人確認のため、受講申込書のコピーを提示いただきます）。 

 

 【あて先】〒６３０－８５２８ 奈良市高畑町 

                奈良教育大学企画連携課 地域連携担当 

 封筒は必ず角２封筒（240×332mm）を使用し、表に【更新講習申請書在中】と朱書きしてください。 

 

（２）『教員免許状更新講習受付システム』での予約受付期間 

  ○以下の１～３に該当する者の先行受付期間を設けます。 

１．奈良県内の学校・園・教育委員会等に所属する受講対象者の内、２．受講対象者（１）①～④⑩～⑪の者 

２．奈良県内の学校・園への教員採用内定者 

３．奈良県下の教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者 

  ○その他の方は、一般受付期間で申し込みください。 

 （※）２．受講対象者（１）⑨に該当する「過去に教員として勤務した経験がある者」は、奈良県内の学校に勤

務経験がある方を含め、先行受付の対象外となりますので、ご注意下さい。 

 

 

 第１回受付 

  ６月～８月開設の講習 

先行受付→平成３０年５月７日（月）１６時から５月１０日（木）１６時まで（期間中は２４時間申込み可能） 

一般受付→平成３０年５月１１日（金）１６時から５月１４日（月）１６時まで（期間中は２４時間申込み可能） 

 

 第２回受付 

  １０月開設の講習 

   先行受付→平成３０年７月１７日（火）１６時から７月１９日（木）１６時まで（期間中は２４時間申込み可能） 

   一般受付→平成３０年７月２０日（金）１６時から７月２３日（月）１６時まで（期間中は２４時間申込み可能） 

 
※募集定員に達した場合には、受付期間内でも受付を終了します。 
 

（３）申込みの諸注意 

  ①受講できる講習は１日１講習です。 

   例）×「学習活動に生かす心理学」（8月15日実施分）と「奈良の森と水と動物」（8月15日実施分）の２講習

の申し込み 

 

②講習名が同一のものを重複して申し込む事はできません。 

 例）×「学習活動に生かす心理学」（8月15日実施分）と「学習活動に生かす心理学」（10月20日実施分）の２

講習の申し込み 
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   ○「特別支援教育の当面する課題１」（10 月 27 日実施分）と「特別支援教育の当面する課題２」（10 月 28

日実施分）の２講習の申し込み 

 

③必修領域は６時間、選択必修領域は６時間、選択領域は１８時間までしか申し込む事はできません。 

   例）○ 必修領域１講習＋選択必修領域１講習＋選択領域６時間単位の講習３講習の申し込み 

○ 必修領域１講習＋選択必修領域１講習＋選択領域１２時間単位の講習１講習＋選択領域６時間単位の講

習１講習の申し込み 

× 選択領域において６時間単位の講習を４講習以上の申し込み 

     × 選択必修領域において６時間単位の講習を２講習以上の申し込み 

   

④必修領域、選択必修領域、又は選択領域いずれかのみの申し込みも可能です。 

   

⑤養護教諭の方は開設講習一覧の対象職種に「教諭、養護教諭、栄養教諭」「教諭、養護教諭」と記載されているも

の、栄養教諭の方は開設講習一覧の対象職種に「教諭、養護教諭、栄養教諭」と記載されているもの以外は申し

込みできません。 

  

⑥申し込まれた講習が不開講となる場合（後述の通り）がありますが、その場合、希望する他の講習に移っていた 

だくことが可能です。ただし希望の講習がすでに募集定員に達している場合は、ご希望にそえないことをあらか

じめご了承ください。 

 

  ⑦障がいや特別な事情を有している方は、希望する配慮・支援内容等について備考欄に記入してください。 

  

 

（４）講習の不開講について 

  選択領域において、受講申込者が５名以下の場合は、不開講とします。ただし、主な受講対象者が「技術工業教諭」、

「中高家庭教諭」、「中高音楽教諭」、「中高美術教諭」、「書道教諭」の講習を除きます。 

 なお、受付期間終了後、申し込まれた講習が不開講となった方には、『実施要項』送付前に大学から連絡いたします。 

 

（５）受講の可否、本人確認 

  実施要項に記載された期日までに受講料の領収書の写しを付した『受講申込書』を送付いただいて、はじめて受講 

 の受付完了となります。受付完了後、本学から受講許可書等の送付はございません。講習当日は受講申込書のコピー 

 で本人確認をしますので、『受講申込書』を大学に送付する前に、必ず各自でコピーを取り、当日持参してください。 

  

（６）保険の加入について 

  講習受講に係る保険については、各受講者の判断により加入してください。 

 

（７）履修認定について 

  各講習、筆記・実技等の試験を行い、合格者には履修証明書を、不合格者にはその旨を書類で送付します。なお、  

 ６月３０・７月１日開設の講習については８月３１日（金）までに、７月２４・２５日・８月開設の講習については

１０月１日（月）までに、１０月開設の講習については１２月２８日（金）までに送付します。 

 

（８）問い合わせ先 

   奈良教育大学企画連携課 地域連携担当 

Tel:0742-27-9108   E-mail:koushin@nara-edu.ac.jp 
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５．開設講習一覧 

※各講習の詳しい内容についてはホームページ↓をご覧ください。 

http://www.nara-edu.ac.jp/graduate/license.html 

注）受講される方は、必ずシラバスを確認してから申し込んでください。 
注）開設講習名が同じものは重複して履修できませんので、ご注意ください。 
 

必修領域 （全ての受講者が受講する領域） ※１講習のみ 

主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員 ｼﾗﾊ゙ｽ掲載ﾍ゚ｰｼ゙

全教員 

教諭 

養護教諭 

栄養教諭 

1001 
教育の最新事情 

（6時間） 
6月30日(土) 奈良教育大学 310  9  

1002 
教育の最新事情 

（6時間） 
7月1日(日) 奈良教育大学 310  10  

1003 
教育の最新事情 

（6時間） 
8月4日(土) 奈良教育大学 310  11  

1004 
教育の最新事情 

（6時間） 
8月5日(日) 奈良教育大学 310  12  

 

選択必修領域 （受講者が学校種・免許種又は教育職員としての経験に応じて選択して受講する領域) ※１講習のみ 

主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員 ｼﾗﾊ゙ｽ掲載ﾍ゚ｰｼ゙

全教員 

教諭 

養護教諭 

栄養教諭 

2001 
キャリア教育とキャリアガイダンス 

（6時間） 
8月15日(水) 奈良教育大学 75  13  

2002 〃 10月20日(土) 奈良教育大学 75  14  

2003 
カウンセリングマインドの実践 

（6時間） 
8月17日(金) 奈良教育大学 75  15  

2004 〃 10月28日(日) 奈良教育大学 75  16  

幼稚園教諭 

2005 
教育改革の動向と様々な問題に対する 

組織的対応の必要性（幼稚園）（6時間） 
7月1日(日) 奈良教育大学 75  17  

2006 〃 8月4日(土) 奈良教育大学 75  18  

小学校教諭 

2007 
教育改革の動向と様々な問題に対する 

組織的対応の必要性（小学校）（6時間） 
7月1日(日) 奈良教育大学 75  19  

2008 〃 8月4日(土) 奈良教育大学 75  20  

中学校教諭 

2009 
教育改革の動向と様々な問題に対する 

組織的対応の必要性（中学校）（6時間） 
6月30日(土) 奈良教育大学 75  21  

2010 〃 8月5日(日) 奈良教育大学 75  22  

高等学校教諭 

2011 
教育改革の動向と様々な問題に対する 

組織的対応の必要性（高等学校）（6時間） 
6月30日(土) 奈良教育大学 75  23  

2012 〃 8月5日(日) 奈良教育大学 75  24  

特別支援学校教諭 

2013 
特別支援教育 

（6時間） 
7月1日(日) 奈良教育大学 75  25  

2014 〃 8月16日(木) 奈良教育大学 75  26  

小学校・中学校教

諭 
2015 

これからの道徳教育と道徳科の時間 

（6時間） 
8月23日(木) 畿央大学 80  27  

小学校・中学校・高

等学校・特別支援

学校教諭 

2016 
児童生徒の情報活用能力育成 

（教員のICT活用指導力の向上）（6時間） 
8月16日(木) 奈良教育大学 55  28  

2017 〃 10月27日(土) 奈良教育大学 55  29  
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選択領域 （受講者が任意に選択して受講する領域） ※１８時間まで 

主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員 ｼﾗﾊ゙ｽ掲載ﾍ゚ｰｼ゙

全教員 

教諭 

養護教諭 

栄養教諭 

3001 

学校現場におけるリスクマネジメント 

－重症度の高い傷病とその対応について－ 

（6時間） 

8月16日(木) 奈良教育大学 80  30  

3002 
奈良の自然と災害を知って子供をまもる 

～防災教育入門～（6時間） 
8月17日(金) 奈良教育大学 50  31  

3003 〃 10月20日(土) 奈良教育大学 50  32  

3004 
3Dプリンタで教材開発 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 30  33  

3005 
児童生徒のフィジカルヘルスとメンタルヘルスに 

おける諸問題（6時間） 
10月27日(土) 奈良教育大学 80  34  

全教諭・養護教諭 

 

教諭 

養護教諭 

 

3006 
学習活動に生かす心理学 

（6時間） 
8月15日(水) 奈良教育大学 80  35  

3007 〃 10月20日(土) 奈良教育大学 80  36  

3008 
ICT(デジタルコンテンツ)の活用 

（教員のICT活用指導力の向上）（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 55  37  

3009 
情報モラルの推進 

（教員のICT活用指導力の向上）（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 55  38  

全教諭 教諭 

3010 
地域の伝統文化と文化財を活かす教育 

（6時間） 
8月16日(木) 奈良教育大学 40  39  

3011 〃 10月27日(土) 奈良教育大学 40  40  

3012 
奈良の森と水と動物 

（6時間） 
8月15日(水) 奈良教育大学 80  41  

3013 〃 10月28日(日) 奈良教育大学 80  42  

3014 
世界遺産とユネスコの教育 

（6時間） 
8月17日(金) 奈良教育大学 80  43  

3015 〃 10月28日(日) 奈良教育大学 80  44  

特別支援教育関連

教諭・養護教諭 

教諭 

養護教諭 

3016 
特別支援教育の当面する課題１ 

（6時間） 
10月27日(土) 奈良教育大学 80  45  

3017 
特別支援教育の当面する課題2 

（6時間） 
10月28日(日) 奈良教育大学 80  46  

幼稚園教諭 教諭 

3018 
保育内容の充実（表現活動を通じて） 

（6時間） 
8月6日(月) 奈良保育学院 25  47  

3019 〃 8月7日(火) 奈良保育学院 25  48  

3020 こどもの音楽表現を支える技術（6時間） 8月8日(水) 奈良佐保短期大学 20  49  

3021 〃 8月9日(木) 奈良佐保短期大学 20  50  

3022 
環境を踏まえた子どもの育ちと保育内容の充実 

（6時間） 
8月16日(木) 奈良学園大学 40  51  

3023 
幼児教育における「遊び」再考 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 40  52  

3024 
幼稚園教育におけるねらいと内容及び教師の役割

（6時間） 
8月23日(木) 畿央大学 50  53  
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幼稚園・ 

小学校教諭 
教諭 

3025 
幼児教育、初等教育に活かす自然体験活動 

（12時間） 

7月30日(月)

7月31日(火)

奈良県立野外活動

センター 
30  54  

3026 
これからの生活科 

～育ちと学びの連続をふまえて～（6時間） 
8月8日(水) 奈良学園大学 40  55  

幼稚園・小学校・ 

中学校教諭・ 

養護教諭 

教諭 

養護教諭 
3027 

学校教育における自然体験活動 

～体験の風をおこそう～（12時間） 

7月23日(月)

7月24日(火)

国立曽爾青少年自

然の家 
40  56  

小学校教諭 教諭 

3028 
初等教科（国語・英語） 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 80  57  

3029 
初等教科（社会・生活） 

（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 80  58  

3030 
小学校体育科の授業づくり 

（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 40  59  

3031 
初等教科（算数・理科） 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 80  60  

3032 
漢字と語彙とその指導 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 40  61  

3033 
学習指導要領に応じた小学校教育における 

学習指導のあり方（6時間） 
8月23日(木) 畿央大学 50  62  

小学校・中学校・高

等学校教諭 
教諭 

3034 
ディベートを学び楽しもう 

（6時間） 
8月16日(木) 奈良教育大学 20  63  

3035 

グローバル化社会における市民性教育の動向と課

題 

（6時間） 

8月16日(木) 奈良教育大学 20  64  

3036 
反転研修  アクティブ・ラーニングで 

情報教育を考える（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 40  65  

3037 
反転研修 「教師の成長とキャリア発達」 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 40  66  

中学校・高等学校

教諭 
教諭 3038 

学校教育の諸課題とカウンセリング 

（6時間） 
8月22日(水) 天理大学 40  67  

小学校・中高国語 

高等学校書道教諭 
教諭 3039 

文字を手書きすることの意義と価値（書写） 

（6時間） 
8月7日(火) 奈良学園大学 30  68  

中高国語教諭 教諭 

3040 
国語に親しませる授業をめざして 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 60  69  

3041 
古文を面白くさせる「読み」   

（6時間） 
8月22日(水) 天理大学 40  70  

3042 
日本近代文学の成立と展開 

（6時間） 
8月7日(火) 奈良大学 30  71  

中高英語教諭 教諭 

3043 
英語の多様性と国際性：世界語としての英語学習法

（語彙と音声指導を中心に）（6時間） 
8月22日(水) 天理大学 40  72  

3044 
中高英語科教育の充実に向けて 

（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 50  73  

中学校社会・高等

学校公民教諭 
教諭 3045 

「人権」の理念と現実 

（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 30  74  

中学校社会・高等

学校地理歴史教諭 
教諭 

3046 
奈良盆地における村落景観は今 

－フィールドワークの成果を地図化する－（6時間）
8月7日(火) 奈良大学 30  75  

3047 
地理・歴史教育と地理学・歴史学研究 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 30  76  

中高理科教諭 教諭 3048 
現代の理科教育の動向と先端科学 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 50  77  

中学校技術・高等

学校工業教諭 
教諭 3049 

技術・工業教育における最近の話題 

（6時間） 
8月21日(火) 奈良教育大学 20  78  
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中高家庭教諭 教諭 3050 
家庭科教育 

（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 20  79  

中高数学教諭 教諭 3051 
新しい数学の学びを体験しよう 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 50  80  

中高音楽教諭 教諭 3052 
音楽教育 

（6時間）             
8月21日(火) 奈良教育大学 20  81  

中高美術教諭 教諭 3053 
美術科学習における「深い学び」 

／絵画における素描の意義（6時間） 
8月22日(水) 奈良教育大学 20  82  

高等学校書道教諭 教諭 3054 
芸術科・書道 

（6時間） 
8月23日(木) 奈良教育大学 20  83  

中高保健体育教諭 教諭 3055 
保健体育科における教科指導 

（6時間） 
8月21日(火) 天理大学 30  84  
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◇　教員免許更新講習シラバス（必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の 新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年6月30日（土） 310人

会場

【小テーマ①】

項目 国の教育政策や世界の教育の動向

(担当講師：前田　康二)
内容

◯国の教育政策
◯世界の教育の動向

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
国際学力調査などの統計や資料を参考に、日本の教育改革について、世界の教育の動向を踏まえながら客観的に理
解する。さらに各種の報道や資料から、学校を取り巻く状況の変化を読み取り、分析、考察を行う。

到達目標・確認指標
学校を巡る近年の様々な状況変化について、客観的かつ具体的に理解している。各種報道、世論調査、統計の動向
等を分析・理解し、説明することができるか。

キーワード 教育改革、中央教育審議会、PISA 、育成すべき資質・能力

【小テーマ②】

項目 教員としての子ども観、教育観等についての省察

(担当講師：小柳 和喜雄)
内容

○子ども観、教育観等についての省察
○教育的愛情、倫理観、遵法精神その他教員に対する社会的要望の強い事柄

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

本講習では、変わるメディアと生活環境の変化の中で、社会的な要望も強い子どもたちは何を経験しているのかに目
を向ける。そして新しい時代に必要となる資質･能力といわれる21世紀型能力などは、どのような教育環境の下で培う
ことが可能となるのかに目を向ける。その上で、実際に自分たちの接触している子どもたちの様子をあらためて問い、
ペアワークを通じて、就学前から高等学校までの子どもたちの姿（自分たちの子ども観）について意見交換を行う。こ
れら、研究成果として言われていることと、自分たちが感じていることを重ねて俯瞰し、自分の子ども理解を就学前から
高校卒業まで通して考え、磨く機会を持つ。

到達目標・確認指標
教員に国民が何を期待しているか、理解している。各自の現状を自ら分析し、自らが向かうべき方向を明確に意識し、
説明できるか。

キーワード 子ども理解、情報活用能力、生活環境の変化、学校生活、家庭生活、教育観、職能成長

限られた時間ですが、ペアワークで、異なる校園種で意見交換を行う機会を持ちます。

【小テーマ③】

項目 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における 新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）

(担当講師：山本　敏久)
内容

○子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の 新知見に基づく内容
○特別支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）

備考

(担当講師：池島　徳大)
内容

○居場所づくりを意識した集団形成　○多様化に応じた学級づくりと学級担任の
役割○生活習慣の変化を踏まえた生徒指導　○カウンセリングマインドの必要性

講習形態 講義形式

講習内容

特別でない特別支援教育の在り方について考えたい。そのために、発達障害等の基本的な理解、これまでの特別支
援教育の変遷、福祉等関係機関との連携の在り方などの基本的事項を紹介するとともに、 新の学習指導要領を読
み解く。特別な教育課程を必要とする児童生徒だけでなく、様々な困難さのある幼児児童生徒への「適切な指導」と
「必要な支援」について具体的事例を交えて紹介する。併せて、学校卒業後を見通した就学指導・相談支援の在り方
を考える。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する 新の科学的知見の概要を理解している。LD、ADHDはじめ特別支援教育に関するものも含
め、子どもの発達に関する 近の科学的な課題を理解し、説明できるか。

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

到達目標・確認指標
子どもの生活の変化を踏まえた指導の在り方を理解している。子どもの生活の変化を踏まえた、具体的な指導上の課
題及び対処方法を理解し、説明できるか。

学校生活の中で生起するいじめなどのもめごと問題への対応について、ピア・サポート及びピア・メディエーションによ
る具体的な解決方策を提示し、その有用性について講義・演習を行う。また、いじめなどによる人間関係の修復の在り
方について、修復的正義（リストラティブ・ジャスティス）の考え方を紹介し、如何にして子どもたちの共同性意識を育む
かについても、講義を行う予定である。

試験方法
小テーマ①②をまとめて小テーマ②の 後に、小テーマ③④をまとめて小テーマ④の 後に20分程度の試験を
行う

前田　康二（奈良教育大学・准教授）
小柳　和喜雄（奈良教育大学・教授）

山本　敏久（下田小学校・校長）
池島　徳大（兵庫教育大学大学院・特任教授）

キーワード いじめ、もめごと、ピア・サポート、ピア・メディエーション、社会的責任能力、修復的正義（リストラティブ・ジャスティス）

キーワード インクルーシブ教育システム、発達障害、合理的配慮、ICF

備考 受講の機会に、改訂された学習指導要領等を改めて精読してみましょう。

【小テーマ④】

項目 子どもの生活の変化を踏まえた課題
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◇　教員免許更新講習シラバス（必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

キーワード いじめ、もめごと、ピア・サポート、ピア・メディエーション、社会的責任能力、修復的正義（リストラティブ・ジャスティス）

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

試験方法
小テーマ①②をまとめて小テーマ②の 後に、小テーマ③④をまとめて小テーマ④の 後に20分程度の試験を
行う

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

学校生活の中で生起するいじめなどのもめごと問題への対応について、ピア・サポート及びピア・メディエーションによ
る具体的な解決方策を提示し、その有用性について講義・演習を行う。また、いじめなどによる人間関係の修復の在り
方について、修復的正義（リストラティブ・ジャスティス）の考え方を紹介し、如何にして子どもたちの共同性意識を育む
かについても、講義を行う予定である。

到達目標・確認指標
子どもの生活の変化を踏まえた指導の在り方を理解している。子どもの生活の変化を踏まえた、具体的な指導上の課
題及び対処方法を理解し、説明できるか。

キーワード インクルーシブ教育システム、発達障害、合理的配慮、ICF

備考 受講の機会に、改訂された学習指導要領等を改めて精読してみましょう。

【小テーマ④】

項目 子どもの生活の変化を踏まえた課題

(担当講師：池島　徳大)
内容

○居場所づくりを意識した集団形成　○多様化に応じた学級づくりと学級担任の
役割○生活習慣の変化を踏まえた生徒指導　○カウンセリングマインドの必要性

講習形態 講義形式

講習内容

特別でない特別支援教育の在り方について考えたい。そのために、発達障害等の基本的な理解、これまでの特別支
援教育の変遷、福祉等関係機関との連携の在り方などの基本的事項を紹介するとともに、 新の学習指導要領を読
み解く。特別な教育課程を必要とする児童生徒だけでなく、様々な困難さのある幼児児童生徒への「適切な指導」と
「必要な支援」について具体的事例を交えて紹介する。併せて、学校卒業後を見通した就学指導・相談支援の在り方
を考える。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する 新の科学的知見の概要を理解している。LD、ADHDはじめ特別支援教育に関するものも含
め、子どもの発達に関する 近の科学的な課題を理解し、説明できるか。

キーワード 子ども理解、情報活用能力、生活環境の変化、学校生活、家庭生活、教育観、職能成長

備考 限られた時間ですが、ペアワークで、異なる校園種で意見交換を行う機会を持ちます。

【小テーマ③】

項目 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における 新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）

(担当講師：山本　敏久)
内容

○子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の 新知見に基づく内容
○特別支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

本講習では、変わるメディアと生活環境の変化の中で、社会的な要望も強い子どもたちは何を経験しているのかに目
を向ける。そして新しい時代に必要となる資質･能力といわれる21世紀型能力などは、どのような教育環境の下で培う
ことが可能となるのかに目を向ける。その上で、実際に自分たちの接触している子どもたちの様子をあらためて問い、
ペアワークを通じて、就学前から高等学校までの子どもたちの姿（自分たちの子ども観）について意見交換を行う。こ
れら、研究成果として言われていることと、自分たちが感じていることを重ねて俯瞰し、自分の子ども理解を就学前から
高校卒業まで通して考え、磨く機会を持つ。

到達目標・確認指標
教員に国民が何を期待しているか、理解している。各自の現状を自ら分析し、自らが向かうべき方向を明確に意識し、
説明できるか。

キーワード 教育改革、中央教育審議会、PISA 、育成すべき資質・能力

【小テーマ②】

項目 教員としての子ども観、教育観等についての省察

(担当講師：小柳 和喜雄)
内容

○子ども観、教育観等についての省察
○教育的愛情、倫理観、遵法精神その他教員に対する社会的要望の強い事柄

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
国際学力調査などの統計や資料を参考に、日本の教育改革について、世界の教育の動向を踏まえながら客観的に理
解する。さらに各種の報道や資料から、学校を取り巻く状況の変化を読み取り、分析、考察を行う。

到達目標・確認指標
学校を巡る近年の様々な状況変化について、客観的かつ具体的に理解している。各種報道、世論調査、統計の動向
等を分析・理解し、説明することができるか。

【小テーマ①】

項目 国の教育政策や世界の教育の動向

(担当講師：前田　康二)
内容

◯国の教育政策
◯世界の教育の動向

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年7月1日（日） 310人
前田　康二（奈良教育大学・准教授）
小柳　和喜雄（奈良教育大学・教授）

山本　敏久（下田小学校・校長）
池島　徳大（兵庫教育大学大学院・特任教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の 新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習
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◇　教員免許更新講習シラバス（必修領域分）
講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

試験方法
小テーマ①②をまとめて小テーマ②の 後に、小テーマ③④をまとめて小テーマ④の 後に20分程度の試験を
行う

キーワード インクルーシブ教育システム、発達障害、合理的配慮、ICF

到達目標・確認指標
子どもの生活の変化を踏まえた指導の在り方を理解している。子どもの生活の変化を踏まえた、具体的な指導上の課
題及び対処方法を理解し、説明できるか。

【小テーマ④】

項目 子どもの生活の変化を踏まえた課題

(担当講師：粕谷　貴志)

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

キーワード 児童生徒理解，心理教育的援助，グループ・アプローチ

備考 受講の機会に、改訂された学習指導要領等を改めて精読してみましょう。

講習内容

社会の変化にともなって，子どもの社会性や心理社会的発達の様相に変化が現れてきており，対応は難しさを増して
いる。学級集団も，個々の子どもたちの変化をうけて，実態に大きな変化が生じてきており，従来の学級経営の方法で
は対応が難しく，学級崩壊などの問題が顕在化してきている。近年の子どもたちの変化は，学習不足という視点からだ
けではなく，発達の問題として捉えて対応していく必要がある。本講座では，子どもたちの変化の実態とその背景につ
いての理解および変化に対応する教育実践の視点について概説する。その中で，児童生徒の実態把握の方法と実態
把握にもとづいた心理教育的援助の方法，および集団づくりが果たす役割について，実践事例と結びつけながら理解
を深める。

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態 講義形式

講習内容

特別でない特別支援教育の在り方について考えたい。そのために、発達障害等の基本的な理解、これまでの特別支
援教育の変遷、福祉等関係機関との連携の在り方などの基本的事項を紹介するとともに、 新の学習指導要領を読
み解く。特別な教育課程を必要とする児童生徒だけでなく、様々な困難さのある幼児児童生徒への「適切な指導」と
「必要な支援」について具体的事例を交えて紹介する。併せて、学校卒業後を見通した就学指導・相談支援の在り方
を考える。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する 新の科学的知見の概要を理解している。LD、ADHDはじめ特別支援教育に関するものも含
め、子どもの発達に関する 近の科学的な課題を理解し、説明できるか。

キーワード 資質能力、不易と流行、学び続ける教員、職能成長

【小テーマ③】

項目 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における 新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）

(担当講師：山本　敏久)
内容

○子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の 新知見に基づく内容
○特別支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）

講習形態 講義形式

講習内容

社会状況の変化に伴い、教員に求められる資質能力は変動している。私達は、教職に関する不易と流行を見定めると
ともに、教員としてのあり方についての今後のビジョンを明確にしていかなければならない。本講義では、学習指導要
領や中央教育審議会答申などの資料を元に、現代の我が国の教員に求められる資質能力を整理するとともに、とりわ
け「学び続ける教員」ならびに「職能成長」という観点から、教員としてのあり方について考察を深める。

到達目標・確認指標
教員に国民が何を期待しているか、理解している。各自の現状を自ら分析し、自らが向かうべき方向を明確に意識し、
説明できるか。

キーワード 教育改革・中央教育審議会・PISA

【小テーマ②】

項目 教員としての子ども観、教育観等についての省察

(担当講師：赤沢　早人)
内容

○子ども観、教育観等についての省察
○教育的愛情、倫理観、遵法精神その他教員に対する社会的要望の強い事柄

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
教育に関する各種調査のデータや資料を参考にしながら、日本の教育改革や世界の教育の動向について客観的に
理解する。さらに各種の報道や資料から学校を取り巻く状況の変化を読み取り、分析、考察を行う。

到達目標・確認指標
学校を巡る近年の様々な状況変化について、客観的かつ具体的に理解している。各種報道、世論調査、統計の動向
等を分析・理解し、説明することができるか。

【小テーマ①】

項目 国の教育政策や世界の教育の動向

(担当講師：山本　吉延)
内容

◯国の教育政策
◯世界の教育の動向

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月4日（土） 310人
山本　吉延（奈良教育大学・特任教授）

赤沢　早人（奈良教育大学・教授）
山本　敏久（下田小学校・校長）

粕谷　貴志（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

内容
○居場所づくりを意識した集団形成　○多様化に応じた学級づくりと学級担任の
役割○生活習慣の変化を踏まえた生徒指導　○カウンセリングマインドの必要性

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の 新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習
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◇　教員免許更新講習シラバス（必修領域分）
講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

キーワード 児童生徒理解，心理教育的援助，グループ・アプローチ

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

試験方法
小テーマ①②をまとめて小テーマ②の 後に、小テーマ③④をまとめて小テーマ④の 後に20分程度の試験を
行う

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

社会の変化にともなって，子どもの社会性や心理社会的発達の様相に変化が現れてきており，対応は難しさを増して
いる。学級集団も，個々の子どもたちの変化をうけて，実態に大きな変化が生じてきており，従来の学級経営の方法で
は対応が難しく，学級崩壊などの問題が顕在化してきている。近年の子どもたちの変化は，学習不足という視点からだ
けではなく，発達の問題として捉えて対応していく必要がある。本講座では，子どもたちの変化の実態とその背景につ
いての理解および変化に対応する教育実践の視点について概説する。その中で，児童生徒の実態把握の方法と実態
把握にもとづいた心理教育的援助の方法，および集団づくりが果たす役割について，実践事例と結びつけながら理解
を深める。

到達目標・確認指標
子どもの生活の変化を踏まえた指導の在り方を理解している。子どもの生活の変化を踏まえた、具体的な指導上の課
題及び対処方法を理解し、説明できるか。

キーワード インクルーシブ教育システム、発達障害、合理的配慮、ICF

備考 受講の機会に、改訂された学習指導要領等を改めて精読してみましょう。

【小テーマ④】

項目 子どもの生活の変化を踏まえた課題

(担当講師：粕谷　貴志)
内容

○居場所づくりを意識した集団形成　○多様化に応じた学級づくりと学級担任の
役割○生活習慣の変化を踏まえた生徒指導　○カウンセリングマインドの必要性

講習形態 講義形式

講習内容

特別でない特別支援教育の在り方について考えたい。そのために、発達障害等の基本的な理解、これまでの特別支
援教育の変遷、福祉等関係機関との連携の在り方などの基本的事項を紹介するとともに、 新の学習指導要領を読
み解く。特別な教育課程を必要とする児童生徒だけでなく、様々な困難さのある幼児児童生徒への「適切な指導」と
「必要な支援」について具体的事例を交えて紹介する。併せて、学校卒業後を見通した就学指導・相談支援の在り方
を考える。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する 新の科学的知見の概要を理解している。LD、ADHDはじめ特別支援教育に関するものも含
め、子どもの発達に関する 近の科学的な課題を理解し、説明できるか。

キーワード 資質能力、不易と流行、学び続ける教員、職能成長

【小テーマ③】

項目 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における 新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）

(担当講師：山本　敏久)
内容

○子どもの発達に関する、脳科学、心理学等の 新知見に基づく内容
○特別支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD等）

講習形態 講義形式

講習内容

社会状況の変化に伴い、教員に求められる資質能力は変動している。私達は、教職に関する不易と流行を見定めると
ともに、教員としてのあり方についての今後のビジョンを明確にしていかなければならない。本講義では、学習指導要
領や中央教育審議会答申などの資料を元に、現代の我が国の教員に求められる資質能力を整理するとともに、とりわ
け「学び続ける教員」ならびに「職能成長」という観点から、教員としてのあり方について考察を深める。

到達目標・確認指標
教員に国民が何を期待しているか、理解している。各自の現状を自ら分析し、自らが向かうべき方向を明確に意識し、
説明できるか。

キーワード 教育改革・中央教育審議会・PISA

【小テーマ②】

項目 教員としての子ども観、教育観等についての省察

(担当講師：赤沢　早人)
内容

○子ども観、教育観等についての省察
○教育的愛情、倫理観、遵法精神その他教員に対する社会的要望の強い事柄

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
教育に関する各種調査のデータや資料を参考にしながら、日本の教育改革や世界の教育の動向について客観的に
理解する。さらに各種の報道や資料から学校を取り巻く状況の変化を読み取り、分析、考察を行う。

到達目標・確認指標
学校を巡る近年の様々な状況変化について、客観的かつ具体的に理解している。各種報道、世論調査、統計の動向
等を分析・理解し、説明することができるか。

【小テーマ①】

項目 国の教育政策や世界の教育の動向

(担当講師：山本　吉延)
内容

◯国の教育政策
◯世界の教育の動向

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月5日（日） 310人
山本　吉延（奈良教育大学・特任教授）

赤沢　早人（奈良教育大学・教授）
山本　敏久（下田小学校・校長）

粕谷　貴志（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の 新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

1004

12



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】 (担当講師：柿本  篤子)

試験方法
小テーマ①：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等

キーワード 金融教育、各教育活動との連携、系統的なキャリア教育・金融教育

２つの筆記試験（小テーマ①②）をもとに成績評価する(５０点＋５０点＝１００点満点)。
総合点で６０点以上を合格とする。

講義形式・演習形式

キーワード

キャリア教育の意義・目的を理解した上で、キャリア教育の視点から教育活動を見直し、教育実践への導入・展開に
ついて検討する。

キャリア教育の意義・目的等について説明し、実践につながる考察ができる。

到達目標・確認指標金融教育の意義・目的について説明し、今後のキャリア教育・金融教育を構想することができる。

講習内容
金融教育の意義・目的やキャリア教育との関連を理解する。学校現場で実践されているキャリア教育・金融教育の事
例を学ぶことにより、各教育活動との連携や各校種の系統的なキャリア教育・金融教育について理解を深める。

講習形態

キャリア発達、キャリア教育、キャリアガイダンス

３．０Ｈ

学校におけるキャリア教育の在り方 ３．０Ｈ

河﨑　智恵（奈良教育大学・教授）
柿本  篤子（奈良教育大学・特任准教授）

講習形態

キャリア教育・金融教育の実践から

内容
すべての児童・生徒のキャリア発達を支援するために、教師は、キャリアの視点から教育内容を見直すとともに、キャリア教育
に関する理解、および実践的な力量を備えることが必要である。講義では、キャリア教育、金融教育等を専門とする教員が、そ
れぞれの知見をもとに、教育実践において有益と思われる内容について講義を行う。

講義形式・演習形式

講習内容

到達目標・確認指標

講師名(所属・職名等)

75人平成30年8月15日（水）

定員日程

項目 進路指導及びキャリア教育

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

(担当講師：河﨑　智恵)

会場

講義・演習６Ｈ全教員キャリア教育とキャリアガイダンス

2001



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

試験方法
小テーマ①：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
２つの筆記試験（小テーマ①②）をもとに成績評価する(５０点＋５０点＝１００点満点)。
総合点で６０点以上を合格とする。

到達目標・確認指標金融教育の意義・目的について説明し、今後のキャリア教育・金融教育を構想することができる。

キーワード 金融教育、各教育活動との連携、系統的なキャリア教育・金融教育

キャリア教育・金融教育の実践から ３．０Ｈ (担当講師：柿本  篤子)

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
金融教育の意義・目的やキャリア教育との関連を理解する。学校現場で実践されているキャリア教育・金融教育の事
例を学ぶことにより、各教育活動との連携や各校種の系統的なキャリア教育・金融教育について理解を深める。

講習内容
キャリア教育の意義・目的を理解した上で、キャリア教育の視点から教育活動を見直し、教育実践への導入・展開に
ついて検討する。

到達目標・確認指標キャリア教育の意義・目的等について説明し、実践につながる考察ができる。

キーワード キャリア発達、キャリア教育、キャリアガイダンス

学校におけるキャリア教育の在り方 ３．０Ｈ (担当講師：河﨑　智恵)

講習形態 講義形式・演習形式

項目 進路指導及びキャリア教育

内容
すべての児童・生徒のキャリア発達を支援するために、教師は、キャリアの視点から教育内容を見直すとともに、キャリア教育
に関する理解、および実践的な力量を備えることが必要である。講義では、キャリア教育、金融教育等を専門とする教員が、そ
れぞれの知見をもとに、教育実践において有益と思われる内容について講義を行う。

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月20日（土） 75人

河﨑　智恵（奈良教育大学・教授）
柿本  篤子（奈良教育大学・特任准教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

キャリア教育とキャリアガイダンス 全教員 ６Ｈ 講義・演習

2002



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

試験方法
小テーマ①：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
２つの筆記試験（小テーマ①②）をもとに成績評価する(５０点＋５０点＝１００点満点)。
総合点で６０点以上を合格とする。

講習内容
問題の予防としてカウンセリングマインドが生きたクラスづくりが必要となる。そのための開発的なカウンセリングの
エッセンスについて,アサーショントレーニングなど実習を通して解説していく。

到達目標・確認指標 開発的カウンセリングの考え方について理解する。

キーワード 開発的カウンセリング・心理教育・対人関係訓練

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
子どもや保護者の話を傾聴することは、教育相談や指導を行う上で必須である。傾聴の技法を学び、その際に必要
なカウンセリングマインドの概念について解説する。

到達目標・確認指標 カウンセリングマインドの基本的な概念や傾聴技法、円滑なコミュニケーションに必要なスキルについて理解する。

キーワード カウンセリングマインド・・傾聴・教育相談・コミュニケーションスキル

開発的カウンセリングの理論と実践 ３．０Ｈ (担当講師：市来  百合子)

項目 教育相談

内容
学校生活の様々な場面において、教師は質の高いコミュニケーション力、すなわちカウンセリングマインドを心がける必要があ
る。午前中はカウンセリングマインドの基礎である傾聴を学び直しながら子どもへの日常の指導や保護者への対応などを再考
し、午後は集団に対する開発的(予防的）な働きかけについて視聴覚教材および実習などを通して講義を行う。

生徒とのコミュニケーションに役立つカウンセリングマインドの基礎 ３．０Ｈ (担当講師：栗本 美百合)

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月17日（金） 75人

栗本　美百合（奈良教育大学・特任准教授）
市来　百合子（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

カウンセリングマインドの実践 全教員 ６Ｈ 講義・演習

2003



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

試験方法
小テーマ①：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
２つの筆記試験（小テーマ①②）をもとに成績評価する(５０点＋５０点＝１００点満点)。
総合点で６０点以上を合格とする。

講習内容
問題の予防としてカウンセリングマインドが生きたクラスづくりが必要となる。そのための開発的なカウンセリングの
エッセンスについて,アサーショントレーニングなど実習を通して解説していく。

到達目標・確認指標 開発的カウンセリングの考え方について理解する。

キーワード 開発的カウンセリング・心理教育・対人関係訓練

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
子どもや保護者の話を傾聴することは、教育相談や指導を行う上で必須である。傾聴の技法を学び、その際に必要
なカウンセリングマインドの概念について解説する。

到達目標・確認指標 カウンセリングマインドの基本的な概念や傾聴技法、円滑なコミュニケーションに必要なスキルについて理解する。

キーワード カウンセリングマインド・・傾聴・教育相談・コミュニケーションスキル

開発的カウンセリングの理論と実践 ３．０Ｈ (担当講師：市来  百合子)

項目 教育相談

内容
学校生活の様々な場面において、教師は質の高いコミュニケーション力、すなわちカウンセリングマインドを心がける必要があ
る。午前中はカウンセリングマインドの基礎である傾聴を学び直しながら子どもへの日常の指導や保護者への対応などを再考
し、午後は集団に対する開発的(予防的）な働きかけについて視聴覚教材および実習などを通して講義を行う。

生徒とのコミュニケーションに役立つカウンセリングマインドの基礎 ３．０Ｈ (担当講師：栗本 美百合）

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月28日（日） 75人

栗本　美百合（奈良教育大学・特任准教授）
市来　百合子（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

カウンセリングマインドの実践 全教員 ６Ｈ 講義・演習

2004



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習内容
幼児教育施設における危機管理上の課題を明確にし、具体策を検討する。安全指導と安全管理等，組織的対応が必
要とされる問題について，演習形式でのケース・スタディを通して考察を深める。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（幼稚園）

幼稚園教諭 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年7月1日（日） 75人
横山　真貴子（奈良教育大学・教授）
津本　幸雄（奈良大学・非常勤講師）
廣瀬　聡弥（奈良教育大学・准教授）

佐川　早季子（奈良教育大学・准教授）

会場

奈良教育大学

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、幼稚園教育要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状を踏
まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応の
必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：横山　真貴子)
内容 ◯幼稚園教育要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容
激動の社会を生き抜く子どもたちの育成のために、教育の在り方も、今、大きく変わろうとしている。本講習では、平成
30年度施行の「幼稚園教育要領」の改訂のポイントを把握した上で、特に「幼児期の教育と小学校教育の接続」の観
点から、幼児期に育みたい資質・能力の育成や教育課程の編成について、実践に即して検討する。

到達目標・確認指標
幼稚園教育要領の改訂の動向等について理解している。幼稚園教育要領の改訂など教育課程の編成に係る動向等
について理解し、説明することができるか。

キーワード 育成すべき資質・能力、アクティブ・ラーニング、カリキュラム・マネジメント、幼小接続

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：津本　幸雄)
内容 ◯幼稚園教育要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容
社会の変化や子どもの育ちの変化の中、幼稚園教育に対する関心は益々高まっている。本講習では、中央教育審議
会の審議・答申等を踏まえながら、教育改革について考察する。また、学校（園）経営、学校評価、連携等に言及しな
がら、幼稚園の目的等についても考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード 教育改革、連携、発達や学びの連続

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：廣瀬　聡弥)
内容 ○幼稚園における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

幼稚園において、子どもは様々な遊びや生活をし、そこには絶えず危険が存在する。しかし、それらを一切取り除くこと
は不可能である。さらには、例えば遊びのように、子どもが様々な環境を知覚し、関わり、挑戦を繰り返しながら、自ら
の壁を乗り越え、身体的、精神的、社会的に発達することが期待できる。つまり、危険を伴わない遊びは、子どもにとっ
て、あまりおもしろい遊びとは言えないのかも知れない。そこで、遊びや生活における危険を理解し、教育的効果を踏
まえながら安全を確保するための手立てについて検討する。

到達目標・確認指標
幼稚園における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織
的な対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード 危機管理、安全確保、子どもの行動

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：佐川　早季子 )
内容 ○幼稚園における様々な問題に対する組織的対応の必要性

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等 各講習２５点満点。総点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式・演習形式

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て、幼稚園内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード 保育の質の向上、園の保育力、園内研修、家庭・地域などとの連携
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

キーワード 保育の質の向上、園の保育力、園内研修、家庭・地域などとの連携

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等 各講習２５点満点。総点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
幼児教育施設における危機管理上の課題を明確にし、具体策を検討する。安全指導と安全管理等，組織的対応が必
要とされる問題について，演習形式でのケース・スタディを通して考察を深める。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て、幼稚園内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード 危機管理、安全確保、子どもの行動

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：佐川　早季子 )
内容 ○幼稚園における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

幼稚園において、子どもは様々な遊びや生活をし、そこには絶えず危険が存在する。しかし、それらを一切取り除くこと
は不可能である。さらには、例えば遊びのように、子どもが様々な環境を知覚し、関わり、挑戦を繰り返しながら、自ら
の壁を乗り越え、身体的、精神的、社会的に発達することが期待できる。つまり、危険を伴わない遊びは、子どもにとっ
て、あまりおもしろい遊びとは言えないのかも知れない。そこで、遊びや生活における危険を理解し、教育的効果を踏
まえながら安全を確保するための手立てについて検討する。

到達目標・確認指標
幼稚園における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織
的な対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード 教育改革、連携、発達や学びの連続

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：廣瀬　聡弥)
内容 ○幼稚園における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
社会の変化や子どもの育ちの変化の中、幼稚園教育に対する関心は益々高まっている。本講習では、中央教育審議
会の審議・答申等を踏まえながら、教育改革について考察する。また、学校（園）経営、学校評価、連携等に言及しな
がら、幼稚園の目的等についても考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード 育成すべき資質・能力、アクティブ・ラーニング、カリキュラム・マネジメント、幼小接続

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：津本　幸雄)
内容 ◯幼稚園教育要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容
激動の社会を生き抜く子どもたちの育成のために、教育の在り方も、今、大きく変わろうとしている。本講習では、平成
30年度施行の「幼稚園教育要領」の改訂のポイントを把握した上で、特に「幼児期の教育と小学校教育の接続」の観
点から、幼児期に育みたい資質・能力の育成や教育課程の編成について、実践に即して検討する。

到達目標・確認指標
幼稚園教育要領の改訂の動向等について理解している。幼稚園教育要領の改訂など教育課程の編成に係る動向等
について理解し、説明することができるか。

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、幼稚園教育要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状を踏
まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応の
必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：横山　真貴子)
内容 ◯幼稚園教育要領改訂の動向等

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月4日（土） 75人
横山　真貴子（奈良教育大学・教授）
津本　幸雄（奈良大学・非常勤講師）
廣瀬　聡弥（奈良教育大学・准教授）

佐川　早季子（奈良教育大学・准教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（幼稚園）

幼稚園教諭 ６Ｈ 講義・演習

2006



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習内容
児童の安全確保のための具体的な取組等について、近年の状況を踏まえながら、組織的対応の必要性について考察
する。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（小学校）

小学校教諭 講義・演習

北川　剛司（奈良教育大学・准教授）
津本　幸雄（奈良大学・非常勤講師）

赤井　悟（甲南女子大学・教授）

６Ｈ

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年7月1日（日） 75人

会場

奈良教育大学

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、小学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現
状を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的
対応の必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：津本　幸雄)
内容 ◯小学校学習指導要領改訂の動向等

講習形態 演習形式

講習内容
社会の学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければ役割は益々大きくなっている。
本講習では、中央教育審議会の審議・答申等を踏まえながら、教育改革の動向について考察する。また、学校経営、
学校評価、連携等に言及しながら、小学校教育の目的、目標の達成への取組についても考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード 教育改革、目標の共有・達成、協働・連携

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：北川　剛司)
内容 ◯小学校における教育改革の動向-学習指導要領を中心に-

講習形態 講義形式

講習内容
学習指導要領を中心とする諸教育政策の改訂の近年の動向について概観し、その要点について学習する。その際、
学習指導要領の改定の主旨と要点について、過去の学習指導要領の特徴との対比をとおして明らかにし、それを習
得することを目指す。現在の教育評価の改革動向を考えるために、教育評価の展開について学習する。

到達目標・確認指標
小学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。小学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係
る動向等について理解し、説明することができるか。

キーワード 学習指導要領、教育課程、教育評価

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：赤井　悟)
内容 ○小学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
学校組織の在り方、学校・家庭・地域社会の連携等に関わる課題について、近年の状況を踏まえながら、組織的対応
の必要性について考察する。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て、校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード 学校組織、学校・家庭・地域社会、組織的対応

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：赤井　悟)
内容 ○小学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

成績評価の方法・基準等 各講習２５点満点。総点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的
な対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード 学校組織、危機管理、安全確保、組織的対応

2007



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

キーワード 学校組織、危機管理、安全確保、組織的対応

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

成績評価の方法・基準等 各講習２５点満点。総点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式

講習内容
児童の安全確保のための具体的な取組等について、近年の状況を踏まえながら、組織的対応の必要性について考察
する。

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的
な対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード 学校組織、学校・家庭・地域社会、組織的対応

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：赤井　悟)
内容 ○小学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
学校組織の在り方、学校・家庭・地域社会の連携等に関わる課題について、近年の状況を踏まえながら、組織的対応
の必要性について考察する。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て、校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード 学習指導要領、教育課程、教育評価

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：赤井　悟)
内容 ○小学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
学習指導要領を中心とする諸教育政策の改訂の近年の動向について概観し、その要点について学習する。その際、
学習指導要領の改定の主旨と要点について、過去の学習指導要領の特徴との対比をとおして明らかにし、それを習
得することを目指す。現在の教育評価の改革動向を考えるために、教育評価の展開について学習する。

到達目標・確認指標
小学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。小学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係
る動向等について理解し、説明することができるか。

キーワード 教育改革、目標の共有・達成、協働・連携

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：北川　剛司)
内容 ◯小学校における教育改革の動向-学習指導要領を中心に-

講習形態 演習形式

講習内容
社会の学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければ役割は益々大きくなっている。
本講習では、中央教育審議会の審議・答申等を踏まえながら、教育改革の動向について考察する。また、学校経営、
学校評価、連携等に言及しながら、小学校教育の目的、目標の達成への取組についても考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、小学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現
状を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的
対応の必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：津本　幸雄)
内容 ◯小学校学習指導要領改訂の動向等

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月4日（土） 75人

北川　剛司（奈良教育大学・准教授）
津本　幸雄（奈良大学・非常勤講師）

赤井　悟（甲南女子大学・教授）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（小学校）

小学校教諭 ６Ｈ 講義・演習

2008



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的な
対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード 教育基本法、学校教育法、教育改革、目標の共有・達成、協働・連携

内容 ◯中学校学習指導要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

講習内容
中学校学習指導要領の変遷や改定の背景を踏まえながら、現行学習指導要領の総則の趣旨について理解を深めるとと
もに、次回の改訂に向けた方向性を整理する。また、学習評価の機能と役割を確認するとともに、生徒の意欲を喚起す
る学習指導や教育課程の編成・改善について考える。

到達目標・確認指標
中学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。中学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係る
動向等について理解し、説明することができるか。

講習内容

コミュニケーション手段の高度化とともに価値観が一層多様化する昨今にあって、保護者や地域住民の学校に対する要
望が多岐にわたるとともに、学校への期待も一段と高まり、学校が果たさなければならない役割は益々大きくなってきて
いる。そうした状況の中で、学校は、いわゆる「教育の質」の改善向上を図ることはもちろん、学校につながる「保護者」や
「地域」との連携協力が強く求められている。本講座では、さまざまな教育課題を抱える学校の現状を踏まえ、今日的課
題に即応した学校における教育活動の見直しや、学校と地域・家庭との連携、協働等の在り方について共に考察し、組
織的対応の必要性と組織の一員としての教員の役割や日常的なコミュニケーションの重要性について理解を深める。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性について、
校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード チームとしての学校、連携、協働、コミュニケーション

【小テーマ①】 (担当講師：阪部　清 )
内容 ○中学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

奈良教育大学

阪部　清（奈良教育大学・特任准教授）
中澤　隆志（奈良教育大学・准教授）

田中　幸臣（奈良教育大学・特任准教授）

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、中学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状を
踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応の
必要性について考察する。

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年6月30日（日） 75人

会場

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（中学校）

中学校教諭 ６Ｈ 講義

項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性
【小テーマ②】 (担当講師：中澤　隆志)

内容 ○中学校学習指導要領改訂の動向等

キーワード 生きる力、言語活動の充実、２１世紀型学力、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、学習評価

【小テーマ③】 (担当講師：田中　幸臣)
内容 ○中学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

学校の安全管理と危機管理、いじめ防止対策推進法キーワード

【小テーマ④】 (担当講師：田中　幸臣)

項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容

近年は子どもへの事故事件も増え、学校内外における安全上の課題も多岐・広範囲になり深刻度を増している。そのよう
な状況の中、学校では安全を脅かす危機を予測し、回避できるような子どもの自己防衛力を高める安全教育と共に、子
どもの安全確保を図るための危機管理意識や体制の充実がますます必要となっている。本講習では、生徒の安全確保
のための具体的な取組について考察する。

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

成績評価の方法・基準等 試験の成績で判断する(２５点×４テーマ＝１００点満点)。評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習内容
社会の学校教育に関する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割はますます大きくなっている。本講習では、
教育基本法及び学校教育法の目的・目標について考察するとともに、現在の中学校学習指導要領に至るまでの経緯
等、教育改革の動向について考察する。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

キーワード 教育基本法、学校教育法、教育改革、目標の共有・達成、協働・連携

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

成績評価の方法・基準等 試験の成績で判断する(２５点×４テーマ＝１００点満点)。評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式

講習内容
社会の学校教育に関する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割はますます大きくなっている。本講習では、
教育基本法及び学校教育法の目的・目標について考察するとともに、現在の中学校学習指導要領に至るまでの経緯
等、教育改革の動向について考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード 学校の安全管理と危機管理、いじめ防止対策推進法

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：田中　幸臣)
内容 ◯中学校学習指導要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容

近年は子どもへの事故事件も増え、学校内外における安全上の課題も多岐・広範囲になり深刻度を増している。そのよう
な状況の中、学校では安全を脅かす危機を予測し、回避できるような子どもの自己防衛力を高める安全教育と共に、子
どもの安全確保を図るための危機管理意識や体制の充実がますます必要となっている。本講習では、生徒の安全確保
のための具体的な取組について考察する。

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的な
対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード 生きる力、言語活動の充実、２１世紀型学力、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、学習評価

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：田中　幸臣)
内容 ○中学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
中学校学習指導要領の変遷や改定の背景を踏まえながら、現行学習指導要領の総則の趣旨について理解を深めるとと
もに、次回の改訂に向けた方向性を整理する。また、学習評価の機能と役割を確認するとともに、生徒の意欲を喚起す
る学習指導や教育課程の編成・改善について考える。

到達目標・確認指標
中学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。中学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係る
動向等について理解し、説明することができるか。

キーワード チームとしての学校、連携、協働、コミュニケーション

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：中澤　隆志)
内容 ○中学校学習指導要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容

コミュニケーション手段の高度化とともに価値観が一層多様化する昨今にあって、保護者や地域住民の学校に対する要
望が多岐にわたるとともに、学校への期待も一段と高まり、学校が果たさなければならない役割は益々大きくなってきて
いる。そうした状況の中で、学校は、いわゆる「教育の質」の改善向上を図ることはもちろん、学校につながる「保護者」や
「地域」との連携協力が強く求められている。本講座では、さまざまな教育課題を抱える学校の現状を踏まえ、今日的課
題に即応した学校における教育活動の見直しや、学校と地域・家庭との連携、協働等の在り方について共に考察し、組
織的対応の必要性と組織の一員としての教員の役割や日常的なコミュニケーションの重要性について理解を深める。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性について、
校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、中学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状を
踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応の
必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：阪部　清 )
内容 ○中学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月5日（日） 75人
阪部　清（奈良教育大学・特任准教授）
中澤　隆志（奈良教育大学・准教授）

田中　幸臣（奈良教育大学・特任准教授）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（中学校）

中学校教諭 ６Ｈ 講義
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式

講習内容
中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申が出された。答申の内容やその
背景について言及しながら、今後「チーム学校」として、学校の諸課題にどのように取り組んでいくかについて考察する。

キーワード チーム学校、リスクマネジメント

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

キーワード チームとしての学校、連携、協働、コミュニケーション

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的な
対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード チーム学校、学習指導要領、アクティブ・ラーニング

【小テーマ④】
項目

内容 ○高等学校学習指導要領改訂の動向等

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性について、
校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性
(担当講師：東畠　智子)

内容 ◯高等学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性
(担当講師：東畠　智子)

講義形式

コミュニケーション手段の高度化とともに価値観が一層多様化する昨今にあって、保護者や地域住民の学校に対する要
望が多岐にわたるとともに、学校への期待も一段と高まり、学校が果たさなければならない役割は益々大きくなってきて
いる。そうした状況の中で、学校は、いわゆる「教育の質」の改善向上を図ることはもちろん、学校につながる「保護者」や
「地域」との連携協力が強く求められている。本講座では、さまざまな教育課題を抱える学校の現状を踏まえ、今日的課
題に即応した学校における教育活動の見直しや、学校と地域・家庭との連携、協働等の在り方について共に考察し、組
織的対応の必要性と組織の一員としての教員の役割や日常的なコミュニケーションの重要性について理解を深める。

講習形態 講義形式

講習内容
中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申が出された。答申の内容やその
背景について言及しながら、今後「チーム学校」として、「授業力の向上」などの諸課題にどのように取り組んでいくかにつ
いて考察する。

講習形態

講習内容

【小テーマ③】
項目

キーワード 生きる力、言語活動の充実、２１世紀型学力、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、学習評価

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：阪部　清)
内容 ○高等学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
高等学校学習指導要領の変遷や改定の背景を踏まえながら、現行学習指導要領の総則の趣旨について理解を深める
とともに、次回の改訂に向けた方向性を整理する。また、学習評価の機能と役割を確認するとともに、生徒の意欲を喚起
する学習指導や教育課程の編成・改善について考える。

到達目標・確認指標
高等学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。高等学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に
係る動向等について理解し、説明することができるか。

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、高等学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応
の必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：中澤　隆志)
内容 ○高等学校学習指導要領改訂の動向等

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年6月30日（土） 75人
中澤　隆志（奈良教育大学・准教授）
東畠　智子（奈良教育大学・准教授）

阪部　清（奈良教育大学・特任准教授）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（高等学校）

高等学校教諭 ６Ｈ 講義
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

キーワード チーム学校、リスクマネジメント

試験方法
小テーマ①②は各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う.。
小テーマ③④はまとめて、小テーマ④の 後に２０分程度の筆記試験を行う.。

成績評価の方法・基準等
試験の成績で判断する。(２５点×４テーマ＝１００点満点)
評価基準は、総合点で６０点以上を合格とする。

講習形態 講義形式

講習内容
中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申が出された。答申の内容やその
背景について言及しながら、今後「チーム学校」として、学校の諸課題にどのように取り組んでいくかについて考察する。

到達目標・確認指標
学校における危機管理の必要性について、理解している。子どもの安全確保のための具体的な取組に対する組織的な
対応の必要性について、近年の状況を踏まえ理解し、説明することができるか。

キーワード チーム学校、学習指導要領、アクティブ・ラーニング

【小テーマ④】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：東畠　智子 )
内容 ◯高等学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申が出された。答申の内容やその
背景について言及しながら、今後「チーム学校」として、「授業力の向上」などの諸課題にどのように取り組んでいくかにつ
いて考察する。

到達目標・確認指標 教育改革の動向の概要を理解している。教育改革の動向の概要を理解し、説明することができるか。

キーワード チームとしての学校、連携、協働、コミュニケーション

【小テーマ③】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：東畠　智子)
内容 ○高等学校学習指導要領改訂の動向等

講習形態 講義形式

講習内容

コミュニケーション手段の高度化とともに価値観が一層多様化する昨今にあって、保護者や地域住民の学校に対する要
望が多岐にわたるとともに、学校への期待も一段と高まり、学校が果たさなければならない役割は益々大きくなってきて
いる。そうした状況の中で、学校は、いわゆる「教育の質」の改善向上を図ることはもちろん、学校につながる「保護者」や
「地域」との連携協力が強く求められている。本講座では、さまざまな教育課題を抱える学校の現状を踏まえ、今日的課
題に即応した学校における教育活動の見直しや、学校と地域・家庭との連携、協働等の在り方について共に考察し、組
織的対応の必要性と組織の一員としての教員の役割や日常的なコミュニケーションの重要性について理解を深める。

到達目標・確認指標
様々な問題に対する組織的対応の必要性について理解している。様々な問題に対する組織的対応の必要性について、
校内外での自らの役割と関連付けながら理解し、説明することができるか。

キーワード 生きる力、言語活動の充実、２１世紀型学力、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、学習評価

【小テーマ②】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：阪部　清)
内容 ○高等学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性

講習形態 講義形式

講習内容
高等学校学習指導要領の変遷や改定の背景を踏まえながら、現行学習指導要領の総則の趣旨について理解を深める
とともに、次回の改訂に向けた方向性を整理する。また、学習評価の機能と役割を確認するとともに、生徒の意欲を喚起
する学習指導や教育課程の編成・改善について考える。

到達目標・確認指標
高等学校学習指導要領の改訂の動向等について理解している。高等学校学習指導要領の改訂など教育課程の編成に
係る動向等について理解し、説明することができるか。

項目
・学習指導要領の改訂の動向等
・様々な問題に対する組織的対応の必要性

内容

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
る。講習では、高等学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対応
の必要性について考察する。

【小テーマ①】
項目 教育改革の動向と様々な問題に対する組織的対応の必要性

(担当講師：中澤　隆志)
内容 ○高等学校学習指導要領改訂の動向等

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月5日（日） 75人
中澤　隆志（奈良教育大学・准教授）
東畠　智子（奈良教育大学・准教授）

阪部　清（奈良教育大学・特任准教授）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育改革の動向と様々な問題に対する
組織的対応の必要性（高等学校）

高等学校教諭 ６Ｈ 講義

2012



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講義形式

講習内容
知的障害教育特別支援学校中学部及び高等部で取り組まれている進路等に関わる学習について具体例を通して概
説し、青年期の教育課題について言及する。

成績評価の方法・基準等
小テーマ①②の筆記試験の結果と小テーマ③④の筆記試験の結果をあわせて成績評価を行う。60点以上で合
格とする。

到達目標・確認指標
知的障害教育特別支援学校中学部及び高等部で取り組まれている進路学習等を把握する。特別支援学校における
キャリア教育及び青年期の教育課題について理解を深める。

キーワード 知的障害特別支援学校　キャリア教育　中学部　高等部　進路学習　　

試験方法
小テーマ①②をまとめて、小テーマ②の 後に20分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③④をまとめて、小テーマ④の 後に20分程度の筆記試験を行う。

到達目標・確認指標
知的障害特別支援学校の教育課程と授業内容を把握するとともに、知的障害教育で大切にしたい視点と課題につい
ての理解を深める。

キーワード 知的障害特別支援学校　教育課程　授業内容　　

知的障害教育特別支援学校中学部・高等部の教育 １．５H （担当講師：木下　理恵）

講習形態

知的障害教育特別支援学校の教育課程及び教育内容と課題 １．５H （担当講師：木下　理恵）

講習形態 講義形式

講習内容
在籍する児童生徒の障害が多様化する知的障害特別支援学校の教育課程の編成及び授業内容について具体例を
通して概説する。また、知的障害教育で大切にしたい視点と今日的課題についても言及する。

講習形態 講義形式

講習内容
この講義では、障害者権利条約の教育条項（第24条）の基本理念について述べる。とりわけ、インクルーシブ教育とい
う理念の意味と、教育に於ける合理的配慮に焦点を当てて講ずる。

キーワード 障害者権利条約、インクルーシブ教育、中央教育審議会、学校教育法施行令改正、就学決定手続き、合理的配慮

「特殊教育から特別支援教育へ」の改革の具体的課題と論点、2007年度からの新制度の概要等、障害者権利条約
批准に向けた制度改定の特徴などを理解する。

キーワード
特殊教育、特別支援教育、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、障害者権利条約、インクルーシブ教育
システム

障害者権利条約におけるインクルーシブ教育の理念と特別支援教育の論点 １．５H (担当講師：越野　和之)

項目 学校を巡る近年の状況の変化・法令改正および国の審議会の状況等

内容
この講座では、特別支援学校に勤務する教員を主たる対象として、障害のある子ども・青年の教育と発達をめぐる近年の諸問
題について述べ、あわせてこの間の政策動向を検討する。

講義形式

到達目標・確認指標

１．５H

講習内容
この講義では、2007年に成立した特別支援教育法制の特徴を概観した上で、その前年に国連で採択された障害者権
利条約のインパクトについて述べ、2014年の同条約批准までの国内における制度改定の経過と残された論点につい
て講ずる。

到達目標・確認指標

講義６Ｈ特別支援学校教諭特別支援教育

講師名(所属・職名等)

障害者権利条約の「インクルーシブ教育」の理念およびわが国におけるその受容過程についての基礎的認識を得る
とともに、就学決定手続きをめぐる新制度ならびに学校教育における「合理的配慮」について理解する。

定員日程

奈良教育大学

特別支援教育の発足からインクルーシブ教育システムの構築へ

越野　和之（奈良教育大学・教授）
木下　理恵（奈良教育大学・教授）

講習形態

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

(担当講師：越野　和之)

会場

75人平成30年7月1日（日）

2013



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

知的障害教育特別支援学校中学部及び高等部で取り組まれている進路等に関わる学習について具体例を通して概
説し、青年期の教育課題について言及する。

到達目標・確認指標
知的障害教育特別支援学校中学部及び高等部で取り組まれている進路学習等を把握する。特別支援学校における
キャリア教育及び青年期の教育課題について理解を深める。

キーワード 知的障害特別支援学校　キャリア教育　中学部　高等部　進路学習　　

講義形式

講習内容
在籍する児童生徒の障害が多様化する知的障害特別支援学校の教育課程の編成及び授業内容について具体例を
通して概説する。また、知的障害教育で大切にしたい視点と今日的課題についても言及する。

到達目標・確認指標
知的障害特別支援学校の教育課程と授業内容を把握するとともに、知的障害教育で大切にしたい視点と課題につい
ての理解を深める。

キーワード 知的障害特別支援学校　教育課程　授業内容　　

講習形態

１．５H (担当講師：越野　和之)

講習形態 講義形式

講習内容
この講義では、障害者権利条約の教育条項（第24条）の基本理念について述べる。とりわけ、インクルーシブ教育とい
う理念の意味と、教育に於ける合理的配慮に焦点を当てて講ずる。

障害者権利条約におけるインクルーシブ教育の理念と特別支援教育の論点

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

特別支援教育 特別支援学校教諭 ６Ｈ 講義

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月16日（木） 75人

越野　和之（奈良教育大学・教授）
木下　理恵（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

特別支援教育の発足からインクルーシブ教育システムの構築へ １．５H (担当講師：越野　和之)

講習形態 講義形式

項目 学校を巡る近年の状況の変化・法令改正および国の審議会の状況等

内容
この講座では、特別支援学校に勤務する教員を主たる対象として、障害のある子ども・青年の教育と発達をめぐる近年の諸問
題について述べ、あわせてこの間の政策動向を検討する。

講習内容
この講義では、2007年に成立した特別支援教育法制の特徴を概観した上で、その前年に国連で採択された障害者権
利条約のインパクトについて述べ、2014年の同条約批准までの国内における制度改定の経過と残された論点につい
て講ずる。

到達目標・確認指標
「特殊教育から特別支援教育へ」の改革の具体的課題と論点、2007年度からの新制度の概要等、障害者権利条約
批准に向けた制度改定の特徴などを理解する。

キーワード
特殊教育、特別支援教育、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、障害者権利条約、インクルーシブ教育
システム

到達目標・確認指標
障害者権利条約の「インクルーシブ教育」の理念およびわが国におけるその受容過程についての基礎的認識を得る
とともに、就学決定手続きをめぐる新制度ならびに学校教育における「合理的配慮」について理解する。

キーワード 障害者権利条約、インクルーシブ教育、中央教育審議会、学校教育法施行令改正、就学決定手続き、合理的配慮

知的障害教育特別支援学校の教育課程及び教育内容と課題 １．５H （担当講師：木下　理恵）

成績評価の方法・基準等
小テーマ①②の筆記試験の結果と小テーマ③④の筆記試験の結果をあわせて成績評価を行う。60点以上で合
格とする。

知的障害教育特別支援学校中学部・高等部の教育 １．５H （担当講師：木下　理恵）

講習形態

試験方法
小テーマ①②をまとめて、小テーマ②の 後に20分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③④をまとめて、小テーマ④の 後に20分程度の筆記試験を行う。

講義形式

講習内容

2014



◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…畿央大学 学生支援センター (0745-54-1601)

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

成績評価の方法・基準等
小テーマ①②③ごとに採点し、成績評価する(３０点＋３０点＋４０点＝１００点満点)。総合点で６０点以上を合格
とする。

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態

道徳授業の学習指導案の作り方、発達の段階を考えたねらいの設定、考えさせる発問について理解し、簡単な授業
展開を作ることができる。

キーワード 学習指導案、発達の段階、ねらい、指導過程、発問

教育活動全体を通して進める道徳教育と校内推進体制

キーワード

一部改正された学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標や内容、特質等について学びます。

一部改正された学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標や内容のポイント、道徳性、道徳的価値の自覚、道徳
の４つの視点や内容項目相互の関連について説明できる。

道徳教育、道徳科、道徳性、学習指導要領

試験方法

講習内容
中央教育審議会が課題として挙げる①分かりきったことを話させたり書かせたりする授業や、②心情理解に偏る授業
からの脱却を目指し、「読む道徳」から「考え、議論する道徳」へと改善する授業づくりのポイントや工夫について学び
ます。

到達目標・確認指標

１日の 後にまとめて筆記試験を行う。

１．５Ｈ (担当講師：島　恒生)

会場

平成30年8月23日（木）

内容
平成27年3月27日付けで一部改正された学習指導要領の道徳教育及び「特別の教科　道徳」の趣旨や改正のポイント、平成
30・31年からの全面実施に向けた道徳の授業づくりや校内推進体制について学びます。

講習形態

講習内容

到達目標・確認指標

(担当講師：島　恒生)

「考え、議論する道徳」を目指した道徳授業の進め方 ３．０H

定員日程

講義形式・演習形式

講師名(所属・職名等)

80人

(担当講師：島　恒生)

畿央大学

一部改訂された道徳教育及び道徳科とは １．５H

島　恒生（畿央大学・教授）

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

これからの道徳教育と道徳科の時間

項目 道徳教育

講義・演習６Ｈ小学校・中学校教諭

到達目標・確認指標
道徳科のねらいとの関連を考えながら、各教科等の特質に応じて道徳性を育てる方法について説明できる。また、道
徳教育推進教師を中心としながら、全教職員が一丸となって取り組むための校内推進体制づくり、全体計画や年間指
導計画の意義、道徳教育や道徳科の時間に関する研修の進め方について説明できる。

キーワード 道徳教育推進教師、道徳教育全体計画、年間指導計画、校内推進体制、研修の進め方

講義形式・演習形式

講習内容
教育活動全体を通じて進める道徳教育の在り方と道徳科の時間との関連、及び校内推進体制づくりや研修の進め方
について学びます。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

成績評価の方法・基準等

小テーマ１：
　確認テスト（３０点）、演習活動（２０点）で配点します。演習は、次の４段階の評価基準「ワークショップに積極的
に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流で他者の実践アイデアを吸収する姿勢が見られ、まとめ役
を担った（２０点）」、「ワークショップに積極的に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流にも参加した
（１５点）」、「研修テキストや紹介した教材の事例をそのまま提案するが、意見交流やまとめ活動、実践アイデア
提案には積極的に参加した（１０点）」「話し合いには受動的な参加だが、学び合う姿勢が見られた（５点）」を目安
として講師が評価する。
小テーマ２：
　確認テストは、知識理解部分（３０点）と、演習で作成した指導案や他のグループが紹介した指導案を要約した
指導例提案（２０点）で配点する。作成した指導案は、「情報モラル教育のねらいを盛り込んだ指導案が考えられ
ていて、始動時に利用する教材などを具体的に紹介できている（２０点）」、「情報モラル教育のねらいを盛り込ん
だ指導案が考えられている（１５点）」、「情報モラル教育のねらいが明瞭でないか、指導学年の実態に沿ってい
ないが、要素が盛り込まれた指導案が考えられている（１０点）」「情報モラル教育の要素が盛り込まれた活動案
が考えられている（５点）」を目安として講師が評価する。

合計点数で６０点以上を合格とする。

備考 演習中は、運営側から配布される受講者IDを身につけ、講師が確認できるように配慮願います。

試験方法
講習後の知識確認テストは、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で実施する。研修テ
キスト中から、情報教育（児童生徒の情報活用能力）を中心に出題する。

講習内容
「教育の情報化」の方向性を踏まえ、現代的な課題である「情報モラル」の位置づけを理解するとともに、家庭や地域
との連携で取り組む意義、体系的な指導の必要性を元に、児童生徒の情報活用能力を高める実践事例を紹介しつ
つ、具体的な指導案をグループで考える演習を行なう

到達目標・確認指標

以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・学習指導要領における情報モラル教育の必要性を理解している
・道徳と情報モラル教育の関連を理解している
・学校や地域全体で取り組む重要性が理解している
・各教科や生徒指導において情報モラルを指導する必要性を理解している・教科における情報モラルの指導例を紹
介できる
・児童生徒の実態を踏まえた指導の重要性を理解している

キーワード 教育の情報化、情報教育、情報モラル教育、児童生徒の情報活用能力、教育のＩＣＴ活用指導力

キーワード 教育の情報化、情報教育、児童生徒の情報活用能力、教員のICT活用指導力

児童生徒の情報活用能力を高める情報モラル教育 ３．０H (担当講師：坪田・米田・伊藤)

講習形態 講義・演習形式

講習形態 講義・演習形式

講習内容
「教育の情報化」の方向性を踏まえ、「情報教育」のねらいを達成するために、義務教育における体系的・系統的な教
育活動の意義について理解する。具体的な実践事例を紹介するとともに、受講者相互の情報交換にて、指導力の向
上を目指す。

到達目標・確認指標

以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・教育の情報化と情報教育の関係を理解している
・情報教育の目的を理解している
・学習指導要領における情報教育のねらいについて理解している

項目 教育の情報化（情報通信技術を利用した指導及び情報教育（情報モラルを含む。）

内容
「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「教育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」「情報モラル教
育」について、系統的・体系的に扱います。
主に義務教育における児童生徒の情報活用能力を育む実践手法を獲得することを目指した講習を実施します。

「教育の情報化」と情報教育 ３．０Ｈ (担当講師：伊藤・米田・坪田)

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月16日（木） 55人

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
米田　浩（甲子園学院小学校・副校長）

坪田　城達（川西市立緑台小学校・教頭）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

児童生徒の情報活用能力育成
（教員のICT活用指導力の向上）

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭 ６Ｈ 講義・演習
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択必修領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

児童生徒の情報活用能力育成
（教員のICT活用指導力の向上）

項目 教育の情報化（情報通信技術を利用した指導及び情報教育（情報モラルを含む。）

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭

以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・教育の情報化と情報教育の関係を理解している
・情報教育の目的を理解している
・学習指導要領における情報教育のねらいについて理解している

教育の情報化、情報教育、児童生徒の情報活用能力、教員のICT活用指導力

到達目標・確認指標

以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・学習指導要領における情報モラル教育の必要性を理解している
・道徳と情報モラル教育の関連を理解している
・学校や地域全体で取り組む重要性が理解している
・各教科や生徒指導において情報モラルを指導する必要性を理解している・教科における情報モラルの指導例を紹
介できる
・児童生徒の実態を踏まえた指導の重要性を理解している

定員日程

講義・演習形式

講師名(所属・職名等)

55人

(担当講師：坪田・米田・伊藤)

３．０Ｈ

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
米田　浩（甲子園学院小学校・副校長）

坪田　城達（川西市立緑台小学校・教頭）
会場

平成30年10月27日（土）

内容
「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「教育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」「情報モラル教
育」について、系統的・体系的に扱います。
主に義務教育における児童生徒の情報活用能力を育む実践手法を獲得することを目指した講習を実施します。

奈良教育大学

「教育の情報化」と情報教育

講習形態

講習内容

到達目標・確認指標

(担当講師：伊藤・米田・坪田)

児童生徒の情報活用能力を高める情報モラル教育 ３．０H

講習形態 講義・演習形式

キーワード

「教育の情報化」の方向性を踏まえ、「情報教育」のねらいを達成するために、義務教育における体系的・系統的な教
育活動の意義について理解する。具体的な実践事例を紹介するとともに、受講者相互の情報交換にて、指導力の向
上を目指す。

キーワード 教育の情報化、情報教育、情報モラル教育、児童生徒の情報活用能力、教育のＩＣＴ活用指導力

備考 演習中は、運営側から配布される受講者IDを身につけ、講師が確認できるように配慮願います。

講習内容
「教育の情報化」の方向性を踏まえ、現代的な課題である「情報モラル」の位置づけを理解するとともに、家庭や地域
との連携で取り組む意義、体系的な指導の必要性を元に、児童生徒の情報活用能力を高める実践事例を紹介しつ
つ、具体的な指導案をグループで考える演習を行なう

試験方法
講習後の知識確認テストは、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で実施する。研修テ
キスト中から、情報教育（児童生徒の情報活用能力）を中心に出題する。

成績評価の方法・基準等

小テーマ１：
　確認テスト（３０点）、演習活動（２０点）で配点します。演習は、次の４段階の評価基準「ワークショップに積極的
に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流で他者の実践アイデアを吸収する姿勢が見られ、まとめ役
を担った（２０点）」、「ワークショップに積極的に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流にも参加した
（１５点）」、「研修テキストや紹介した教材の事例をそのまま提案するが、意見交流やまとめ活動、実践アイデア
提案には積極的に参加した（１０点）」「話し合いには受動的な参加だが、学び合う姿勢が見られた（５点）」を目安
として講師が評価する。
小テーマ２：
　確認テストは、知識理解部分（３０点）と、演習で作成した指導案や他のグループが紹介した指導案を要約した
指導例提案（２０点）で配点する。作成した指導案は、「情報モラル教育のねらいを盛り込んだ指導案が考えられ
ていて、始動時に利用する教材などを具体的に紹介できている（２０点）」、「情報モラル教育のねらいを盛り込ん
だ指導案が考えられている（１５点）」、「情報モラル教育のねらいが明瞭でないか、指導学年の実態に沿ってい
ないが、要素が盛り込まれた指導案が考えられている（１０点）」「情報モラル教育の要素が盛り込まれた活動案
が考えられている（５点）」を目安として講師が評価する。

合計点数で６０点以上を合格とする。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

学校現場におけるリスクマネジメント
－重症度の高い傷病とその対応について－

全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月16日（木） 80人

笠次　良爾（奈良教育大学・教授）
南部　光彦（なんぶ小児科アレルギー科・院長）

会場

奈良教育大学

学校現場では体育・運動部活動中の突然の心停止や熱中症、アナフィラキシーショックなど、児童生徒の生命に関わる重篤な傷病が毎
年発生しており、これら重症度の高い傷病に対して適切な判断を行い、迅速に対応を行うリスクマネジメントが教員には要求されている。
本講習では学校現場におけるリスクマネジメントの基本的な考え方を示し、代表的な傷病について 新の知識と技術を提供する。

学校現場におけるリスクマネジメントの基本的な考え方 １．５Ｈ (担当講師：笠次 良爾)

講習形態 講義形式

講習内容
学校現場では重篤な傷病から頻度の高い傷病まで様々なリスクがある。このリスクに備えるためには管理的な手法
だけでは限界が有り、主体となる児童生徒の安全教育が重要である。本講座では生活安全に焦点を当て、学校現場
におけるリスクマネジメントの基本的な考え方について講義を行う。

到達目標・確認指標学校安全のうち、生活安全の基本的な考え方を理解し、現場のシステム構築を行うことができる。

キーワード 学校安全、リスクマネジメント、安全管理、安全教育、EAP

心臓系突然死と初期対応 １．５Ｈ (担当講師：笠次 良爾)

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容 心肺停止を起こす原因とその対応（心肺蘇生法、AEDの使用）について

到達目標・確認指標 新のガイドライン（G2015）に基づき、心肺蘇生法をためらいなく実施できる基礎的知識と技術を習得する

キーワード 心肺停止、心肺蘇生法、AED

熱中症とその予防・初期対応 １．５Ｈ (担当講師：笠次 良爾)

講習形態 講義形式

講習内容
暑熱環境下で運動を行う場合の熱中症予防と初期対応について、現場における対応を医科学的根拠に基づき示す
ことで、様々な場面に応用できる考え方を示す。

到達目標・確認指標
児童生徒が主体的な熱中症予防行動を行えるよう指導できること、ならびに教員が熱中症予防のための適切な安全
管理を行えること。

キーワード 熱放散、WBGT（暑さ指数）、熱中症新分類

食物アレルギー・アナフィラキシーとその予防・初期対応 １．５Ｈ (担当講師：南部　光彦)

講習形態 講義形式・演習形式

試験方法 各講習の 後に10分程度の筆記試験を行う

成績評価の方法・基準等
各4つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(25点×4＝100点満点)。総合点で60点以上を合格
とする。

講習内容 食物アレルギーの発症機序と症状、アナフィラキシー出現時の対応について

到達目標・確認指標
児童生徒が食物アレルギーを発症しないように予防すること、また万一アナフィラキシーが出現した際に教員が初期
対応できること。

キーワード 食物アレルギー、IgE抗体、消化、運動、アナフィラキシー、エピペン

3001
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
4つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(25点＋25点＋25点+25点＝１００点満点)。総合点で
６０点以上を合格とする。

講習内容

災害図上訓練（Disaster Imagination Game, DIG）により、ゲーム感覚を取り入れながら、大きな地図にグループで災
害リスクや防災資源を書き込むことにより、地域の災害に対する脆弱性に気づき、防災資源を活用した対応力の育成
を目的とします。また、災害による被害を減らすための基礎知識を養うため、自助・共助・公助を中心とした災害対策
の取り組みの基本に関する講義を行います。

到達目標・確認指標
（１）自分が住んでいる地域の災害リスクや防災資源を理解し、災害対応力を身につけるための思考トレーニングを行
う。
（２）災害対策の基礎知識を養い、減災のための自助、共助、公助の基本を理解する。

キーワード 災害図上訓練、地域の災害脆弱性、災害対策の基礎知識、自助・共助・公助

キーワード 理科、社会、生活、保健体育、体育（保健）、技術・家庭、特別活動、総合的な学習の時間

災害のイメージ・トレーニングをしてみよう！（DIGによる思考トレーニング） １．５Ｈ (担当講師：大内　卓久)

講習形態 思考トレーニング形式・講義形式

講習形態 講義形式

講習内容

防災協働社会の担い手として必要な資質や能力の育成を目指した防災教育の体系化が必要とされている。本県で
は、災害発生時の被害を軽減させるとともに、子どもたちの防災意識を高めるため、発達段階に応じた防災教育が展
開されるよう「奈良県学校地震防災教育推進プラン」を作成し、災害に自立的に対応できる子どもの育成を目指して
いる。本講義では、学校（園）における防災教育の展開例などを示しつつ、学校園における防災教育の機会および指
導内容等についての理解を深めることを目的とします。

到達目標・確認指標
（１）日頃から学校が何をすべきかを危機管理の観点から理解する。
（２）学校教育を通してどのようにして子どもたちの防災力を高めていくかの道筋を理解する。

到達目標・確認指標
(１) 紀伊半島域，とくに奈良県域を中心とした地質・地形の特徴，活断層分布の特徴を併せて理解する。
(２) それらの特徴がどのような過程で成立してきたかプレートテクトニクスに関連させて説明できる。

キーワード プレート・テクトニクス、西南日本外帯、西南日本内帯、活断層、近畿三角地帯、凝灰岩

防災をどう教えるか？（奈良県学校地震防災教育推進プラン） １．５Ｈ (担当講師：高田　大介)

紀伊半島はどんな”つくり”なのか？（その地形・地質と成り立ち） １．５Ｈ (担当講師：和田  穣隆）

講習形態 講義形式

講習内容
奈良県域を中心とした紀伊半島周辺の地質と地形の成り立ち、活断層との関係について解説します。また、活火山の
存在しない近畿における火山噴火の影響についても言及します。

講習内容

災害前から災害時、災害後の避難生活、復旧・復興までを通して、自身にとってまたは児童生徒にとってどの場面で
どのようなものが必要かを時間軸を意識して確認するためのワークショップを行う。このような時間に沿った防災対策
について、皆さん自身で考え、意見交換することで、今後の防災教育を実践する上での基礎となる「自分と児童生徒
の現状」を把握する。また、その上で、これからできる防災対策と防災教育について議論する。

到達目標・確認指標
（１) 防災についての自身の現状を把握する。
（２) 災害時の時間軸を意識した対策・教育を検討できる。

キーワード 現状把握，時間軸，防災対策と防災教育

2011年の東日本震災以降、防災教育の重要性はあらためて認識され、取り組みのいっそうの促進が求められています。奈良県には多く
の活断層が存在し、奈良市内も例外ではありません。また、近年では年間降雨量増加に伴い、県の南部地域を中心において土砂災害は
頻発しており、深層崩壊現場の多さは全国有数であります。奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起こる可能性の高い
災害について山間部や都市における災害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育推進プランの紹介や災害が起こったこ
とを想定した思考トレーニングならびに防災の基礎知識について講義を行います。

災害時にどのように行動すべきか？（自分と児童生徒の現状把握） １．５Ｈ (担当講師：古田  壮宏)

講習形態 ワークショップ形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月17日（金） 50人
古田　壮宏（奈良教育大学・准教授)
和田　穣隆（奈良教育大学・教授）

高田　大介（奈良県教育委員会保健体育課・指導主事）
大内　卓久（奈良県総務部知事公室防災統括室・主幹）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

奈良の自然と災害を知って子供をまもる
 防災教育入門 

全教員 ６Ｈ 講義・ワークショップ
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
4つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(25点＋25点＋25点+25点＝１００点満点)。総合点で
６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：菅原  寛明)

会場

講義６Ｈ全教員
奈良の自然と災害を知って子供をまもる

 防災教育入門 

講師名(所属・職名等)

50人平成30年10月20日（土）

定員日程

2011年の東日本震災以降、防災教育の重要性はあらためて認識され、取り組みのいっそうの促進が求められています。奈良県には多く
の活断層が存在し、奈良市内も例外ではありません。また、近年では年間降雨量増加に伴い、県の南部地域を中心において土砂災害は
頻発しており、深層崩壊現場の多さは全国有数であります。奈良県のこどもたちやその家族を守るために、奈良県で起こる可能性の高い
災害について山間部や都市における災害に関する知識を深めるとともに、学校における防災教育推進プランの紹介や災害が起こったこ
とを想定した思考トレーニングならびに防災の基礎知識について講義を行います。

講習内容
奈良県域を中心とした紀伊半島周辺の地質と地形の成り立ち、活断層との関係について解説します。また、活火山の
存在しない近畿における火山噴火の影響についても言及します。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

紀伊半島ではどんな災害が起こるのか？（土砂災害とその対応） １．５Ｈ

菅原  寛明（国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所・工務課長）
和田 穣隆（奈良教育大学・教授）

高田 大介（奈良県教育委員会保健体育課・指導主事）
藤田 諭亨（奈良県総務部知事公室防災統括室・主幹）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

防災をどう教えるか？（奈良県学校地震防災教育推進プラン） １．５Ｈ

到達目標・確認指標
(１) 紀伊半島域，とくに奈良県域を中心とした地質・地形の特徴，活断層分布の特徴を併せて理解する。
(２) それらの特徴がどのような過程で成立してきたかプレートテクトニクスに関連させて説明できる。

キーワード プレート・テクトニクス、西南日本外帯、西南日本内帯、活断層、近畿三角地帯、凝灰岩

(担当講師：和田  穣隆）

キーワード みんなで取り組む防災対策

(担当講師：藤田  諭亨)

講習内容
災害対策の基礎知識を養うことを目的として、奈良県に被害をもたらす災害についての理解を深め、日頃からの備え
に取り組むとともに、災害を減らすための自助、共助、および公助に関する講義を行います。

講習形態 講義形式

災害対策の基礎知識 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

紀伊半島はどんな”つくり”なのか？（その地形・地質と成り立ち） １．５Ｈ

（１）自分が住んでいる地域の災害リスクや日頃の備えの重要性を理解する。
（２）災害対策の基礎知識を養い、減災害のための自助、共助、公助の基本を理解する。

到達目標・確認指標
（１）日頃から学校が何をすべきかを危機管理の観点から理解する。
（２）学校教育を通してどのようにして子どもたちの防災力を高めていくかの道筋を理解する。

キーワード 理科、社会、生活、保健体育、体育（保健）、技術・家庭、特別活動、総合的な学習の時間

(担当講師：高田  大介)

講習内容

防災協働社会の担い手として必要な資質や能力の育成を目指した防災教育の体系化が必要とされている。本県で
は、災害発生時の被害を軽減させるとともに、子どもたちの防災意識を高めるため、発達段階に応じた防災教育が展
開されるよう「奈良県学校地震防災教育推進プラン」を作成し、災害に自立的に対応できる子どもの育成を目指して
いる。本講義では、学校（園）における防災教育の展開例などを示しつつ、学校園における防災教育の機会および指
導内容等についての理解を深めることを目的とします。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

奈良県を含む紀伊半島における土砂災害とその対応について、これら災害の発生状況および国土交通省のこれまで
の対応状況についてご紹介をするとともに、被害発生の想定される区域・時期の情報がどのように提供されているか
をご紹介し、奈良県山間部における防災・減災に関して理解を深めることを目的としています。

（１）奈良県を含む紀伊半島における様々な災害の現状を理解する。
（２）災害予知や減災対策について説明できる。

土砂災害、深層崩壊、河道閉塞、砂防堰堤、雨量計、監視カメラ、ホームページを通じた情報提供
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

試験方法
講習後の知識確認テストは、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で実施する。
演習では、活用アイデアの提案や受講者相互の交流状況を講師が評価する。

成績評価の方法・基準等

演習は、3Dプリンタを活用した教材づくりと、その相互発表を行なうことから、次の２つの視点と段階の評価基準
を目安に講師が評価する。
視点１：教材づくり
　・「3Dプリンタの特性と教育的な効果を考えた教材を作成できた（１０点）」
　・「3Dプリンタの特性を踏まえないもしくは意図した教育的な効果が実現に至らぬ教材作成だった（６点）」
　・「紹介された教材作成技法を習得するための教材作成ができた（３点）」
視点２：相互発表
　・「相互評価の視点で意見を交流し、教育的意図と作成技法を対応させて理解するように活動できた（１０点）」
　・「自らの発表に関する意見交流を聞き、多様な視点からの意見を理解するように活動できた（５点）」
小テーマ1～3を通じた知識理解テスト（80点）と、演習（20点）のうち、合計得点60点以上を合格とする。

キーワード 3Dプリンタ，3Dモデリング，教材開発

講習形態 演習形式

講習内容 実際にデータの作成および3Dプリンタでの出力を行う． 後に相互評価を行う．

到達目標・確認指標
（１）3Dモデリングソフトを使って，実際にデータを作成できる。
（２）作成したデータを出力できる

到達目標・確認指標
(１) 3Dモデリングソフトの基本的な操作方法を理解する
(２) 3Dであることを活かした教材案を提示できる

キーワード 3Dモデリングソフト，3Dデータ作成，教材開発

3D教材の作成と相互評価 ３．０Ｈ (担当講師：古田，青木)

講習内容
3Dモデリングソフトの基本的な操作方法及び，以降で作成する教材について，3Dであることの意味と利点および教育
効果を考慮して検討を行う．

講習内容
3Dプリンタの 新の動向，3Dプリンタの種類や特性，3Dプリンタ用のデータ作成（3Dモデリング）の方法の概要と留意
事項などを紹介すると共に，既存の学校現場での取り組み事例を紹介する．

到達目標・確認指標
（１) 3Dプリンタの種類や特性を理解する。
（２) 3Dモデリングの方法の概要と留意事項を理解する

キーワード 3Dプリンタ，3Dモデリング，教材開発

3Dモデリングの基礎および教材の検討 １．５Ｈ (担当講師：青木  智史）

講習形態 講義形式・演習形式

近年の3Dプリンタの低価格化および普及が進むとともに，学校等にある一般のコンピュータやタブレットを使った3D造形が可能になってお
り，実現したい学びに合わせた教材の開発の選択肢が大きく広がろうとしています．本講座では，3Dプリンタでどのようなことができるの
か，どのような形で教材開発に活かせるのかについて，その際に注意すべきことは何か，などについて，1人1台のコンピュータでのデータ
作成と数人に1台の3Dプリンタを使った制作を通して学びます．

3Dプリンタ・3Dモデリングの概要とその教育利用の可能性 １．５Ｈ (担当講師：古田  壮宏)

講習形態 講義形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月21日（火） 30人

古田　壮宏（奈良教育大学・准教授)
青木　智史（天理大学附属天理参考館・学芸員）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

3Dプリンタで教材開発 全教員 ６Ｈ 講義・演習

3004

33



◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

児童生徒のフィジカルヘルスと
メンタルヘルスにおける諸問題

全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月27日（土） 80人
立　正伸（奈良教育大学・准教授）
辻井　啓之（奈良教育大学・教授）

髙木　祐介（奈良教育大学・准教授）
鈴木　洋子（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

情報化、グローバル化、少子・高齢化、社会全体の高学歴化など子ども達を取り巻く社会構造の大きな変化を背景として、学校教育が抱
える課題は一層複雑・多様化し、子ども達の心と身体に影響を与えている。各講義では食育、内科学、生理学、運動学分野を専門とする
大学教員が、学校保健における諸問題（食育、ストレス、こころの問題、感染症、体力低下など学校園における健康課題）などについて
新の知見を紹介しながら解説し、教育現場での実践に生かすことを目的とした講習を行う。

子どもの体力について １．５Ｈ (担当講師：立　正伸)

講習形態 演習形式・講義形式

講習内容

演習：食育の必要性をダイヤモンドランキングの手法を用いて考え、グループ討論、発表により他者の考え方を知る
とともに、自己の考えを深化させる。講義：調理指導計画の立て方について概説する。

到達目標・確認指標

食育の必要性を考えることができる。調理指導計画の立て方のポイントがわかる。

キーワード

食育、調理、指導計画

学校保健上の諸課題－メンタルヘルスを中心として－（医学） １．５Ｈ (担当講師：辻井　啓之)

講習形態 講義形式

講習内容
学校保健に関わる諸問題の変遷をたどると、現在はこころの健康に関する問題が大きくなってきている。概要を解説
し、対応についてのポイントを述べる。また、心身相関,についても言及したい。

到達目標・確認指標児童・生徒の抱えるこころの問題の理解

キーワード 精神疾患、心身症、発達障害

１．５Ｈ (担当講師：髙木　祐介)

講習形態 講義形式

講習内容
保健管理及び保健教育にて取り上げられる学校感染症や性感染症について、疫学的な見解や発症のメカニズム、予
防対策を講義する。特に、確実に理解したいインフルエンザ、感染・発症数の増加が著しいHIV/AIDSについて詳しく
説明する。

試験方法 小テーマ①～④：各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
各4つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(25点×4＝100点満点)。総合点で60点以上を合格
とする。

講習内容

到達目標・確認指標医学・保健学・社会学の観点から学校感染症や性感染症を理解し、予防法の指導ができるようにする。

キーワード 保健管理、保健教育、インフルエンザ、HIV/AIDS、予防

学校教育における食育

体力というものについて概説し、子どもの体力の現状や体力向上への取り組みについて考えていく。

到達目標・確認指標

子どもの体力について理解し、体力を向上させるための実践に生かせること。

キーワード

体力、運動、健康

講習形態 演習形式・講義形式

１．５Ｈ (担当講師：鈴木　洋子)

学校保健で取り上げられる感染症
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
４つの筆記試験（小テーマ①～④）をもとに，成績を評価する（各２５点×４＝１００点満点）。総合点で６０点以上
を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 小テーマ①～④ごとに，講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：豊田 弘司)

会場

講義６Ｈ全教諭・養護教諭学習活動に生かす心理学

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月15日（水）

定員日程

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分析、教室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学習による授業づくり
及び学校で生かせる学習方法の提案というテーマで構成されている。小学生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内容
の充実のため有益な内容について解説する。受講者には各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分について自らの言葉で説明
できるよう求める。

講習内容
子どもたちの対人関係・社会性という視点から，学習活動について解説する。特に，学習者間の相互作用を基にした
学習形態である，グループ学習に関する諸問題について解説する。さらに，これらの内容に関する授業例を紹介す
る。

講習形態 講義形式（演習を含むことがある）

奈良教育大学

調査データからみる学力を規定する要因の分析 １．５Ｈ

豊田　弘司（奈良教育大学・教授）
出口　拓彦（奈良教育大学・准教授）

中山　留美子（奈良教育大学・准教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

自律的な学びを導くグループ学習の工夫 １．５Ｈ

到達目標・確認指標
教室内の対人関係・社会性という視点から，学習活動について考えることができる。また，講習内容をふまえて授業
案等を考えることができる。

キーワード 対人関係，社会的スキル，相互作用，グループ学習

(担当講師：出口 拓彦)

キーワード 効果的な復習，自己選択，修正活動の意義

(担当講師：豊田 弘司)

講習内容
発達段階に応じた学習指導のあり方についてまとめるとともに，具体的な学習方法のデモンストレーションを行う。主
な学習方法としては，学力を支える記憶のための記憶方略，効果的な復習，自己選択の重要性，自己修正の有効性
などである。また，学校での実践的な取り組みの方向性を提案する。

講習形態 講義形式

学校で生かせる学習方法の提案 １．５Ｈ

到達目標・確認指標
発達段階に応じた学習指導のあり方についての基礎知識を習得する。講習内容の学習指導についての説明の適切
性を評価する。

到達目標・確認指標「協同学習」についての基礎知識を習得する。講習内容に関わる用語説明の適切性を評価する。

キーワード 学び合い、協同学習、自律的な学び

(担当講師：中山 留美子)

講習内容
学び合いの中で個を育てる、授業の構造的工夫について扱う。具体的には、「協同学習」の考え方に基づいて、仲間
との学びの中でどのように個人の力を育成し、学業的達成を導くのかということについて理解することを目指す。

教室内の対人関係と学習活動 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

学力を支える要因は多いが、本講では、基本的生活習慣、社会的生活習慣、学習習慣及び情動知能の４つの要因に
注目する。調査結果から、４つの要因のそれぞれが学力を規定する程度を発達的に解説する。そして、そこから示唆
される指導原則の概要を紹介する。

学力を支える要因に関する基礎的な理解を養う。講習内容に関する基本用語に対する説明の適切性を評価する。

基本的生活習慣，学習習慣，学力の向上
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法 小テーマ①～④ごとに，講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
４つの筆記試験（小テーマ①～④）をもとに，成績を評価する（各２５点×４＝１００点満点）。総合点で６０点以上
を合格とする。

講習内容
発達段階に応じた学習指導のあり方についてまとめるとともに，具体的な学習方法のデモンストレーションを行う。主
な学習方法としては，学力を支える記憶のための記憶方略，効果的な復習，自己選択の重要性，自己修正の有効性
などである。また，学校での実践的な取り組みの方向性を提案する。

到達目標・確認指標
発達段階に応じた学習指導のあり方についての基礎知識を習得する。講習内容の学習指導についての説明の適切
性を評価する。

キーワード 効果的な復習，自己選択，修正活動の意義

キーワード 学び合い、協同学習、自律的な学び

学校で生かせる学習方法の提案 １．５Ｈ (担当講師：豊田　弘司)

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

講習内容
学び合いの中で個を育てる、授業の構造的工夫について扱う。具体的には、「協同学習」の考え方に基づいて、仲間
との学びの中でどのように個人の力を育成し、学業的達成を導くのかということについて理解することを目指す。

到達目標・確認指標「協同学習」についての基礎知識を習得する。講習内容に関わる用語説明の適切性を評価する。

到達目標・確認指標
教室内の対人関係・社会性という視点から，学習活動について考えることができる。また，講習内容をふまえて授業
案等を考えることができる。

キーワード 対人関係，社会的スキル，相互作用，グループ学習

自律的な学びを導くグループ学習の工夫 １．５Ｈ 担当講師：中山　留美子)

教室内の対人関係と学習活動 １．５Ｈ (担当講師：出口　拓彦)

講習形態 講義形式（演習を含むことがある）

講習内容
子どもたちの対人関係・社会性という視点から，学習活動について解説する。特に，学習者間の相互作用を基にした
学習形態である，グループ学習に関する諸問題について解説する。さらに，これらの内容に関する授業例を紹介す
る。

講習内容
学力を支える要因は多いが、本講では、基本的生活習慣、社会的生活習慣、学習習慣及び情動知能の４つの要因に
注目する。調査結果から、４つの要因のそれぞれが学力を規定する程度を発達的に解説する。そして、そこから示唆
される指導原則の概要を紹介する。

到達目標・確認指標学力を支える要因に関する基礎的な理解を養う。講習内容に関する基本用語に対する説明の適切性を評価する。

キーワード 基本的生活習慣，学習習慣，学力の向上

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分析、教室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学習による授業づくり
及び学校で生かせる学習方法の提案というテーマで構成されている。小学生、中学生の学力向上と学校適応、そして全般的な教育内容
の充実のため有益な内容について解説する。受講者には各講義で解説された内容を理解し、その基礎的部分について自らの言葉で説明
できるよう求める。

調査データからみる学力を規定する要因の分析 １．５Ｈ (担当講師：豊田　弘司)

講習形態 講義形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月20日（土） 80人

豊田　弘司（奈良教育大学・教授）
出口　拓彦（奈良教育大学・准教授）

中山　留美子（奈良教育大学・准教授）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

学習活動に生かす心理学 全教諭・養護教諭 ６Ｈ 講義
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法
講習後の知識確認テストは、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で実施する。
演習では、活用アイデアの提案や受講者相互の交流状況を講師が評価する。

成績評価の方法・基準等

演習のうち、小テーマ２は、次の三段階の評価基準
・「ワークショップに積極的に参加し、活用アイデアを提案するとともに、意見交流で他者からの活用アイデアを吸収する姿勢が見
られた（２０点）」、・「活用アイデアを決められた数だけ提案したが、話し合いには受動的な姿勢で、学び合う姿勢が乏しかった（１
５点）」、・「活用アイデアを決められた数は提案できなかったが、話し合いには参加していた（５点）」、を目安に講師が評価する。
小テーマ４の演習は、デジタルコンテンツを活用した提示教材づくりと、その相互発表を行なうことから、次の２つの視点で、それ
ぞ以下の評価基準を目安に講師が評価する。
教材づくり
・「教育的な効果を考えた提示教材を作成できた（１０点）」・「意図した教育的な効果が実現に至らぬ教材作成だった（６点）」
・「紹介された教材作成技法を習得するための教材作成ができた（３点）」
相互発表
・「相互評価の視点で意見を交流し、教育的意図と作成技法を対応させて理解するように活動できた（１０点）」・「自らの発表に関
する意見交流を聞き、多様な視点からの意見を理解するように活動できた（５点）」
小テーマ１～４を通じた知識理解テスト（６０点）と、上記の演習（２０点×２）のうち、合計得点６０点以上を合格とする。

備考
演習中は、運営側から配布される受講者ＩＤを身につけ、講師が確認できるように配慮願います。演習の素材や根拠となる教材や
写真するを持参頂いてもかまいません。作成した教材を持ち帰る希望者は、USBメモリ等の手段を予め準備ください。

講習内容 教材を作成し、模擬授業による相互評価活動を行なう。

到達目標・確認指標
以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・ICTを活用した情報活用能力の育成するための授業イメージが形成できる・ICTを利用して，教材を作るために必要な素材を収集でき
る・授業のねらいや目標に応じた教育用ソフトやコンテンツの内容を理解し，教材を準備できる

キーワード ICT活用、教員のICT活用指導力、情報教育、教科の目標達成のためのICT活用

キーワード ICT活用、教員のICT活用指導力、情報教育、教科の目標達成のためのICT活用

デジタルコンテンツの活用と教材作成の実際 １．５H (担当講師：伊藤・小﨑・三村)

講習形態 演習形式

講習形態 講義・演習形式

講習内容 児童生徒の情報活用能力を高める指導を含む授業実践事例を紹介しながら、関連するＩＣＴ活用のポイントを整理していく。

到達目標・確認指標
以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・ICT活用の目的を理解し，活用した授業場面を想定できる。・ICTを利用して，情報教育を実施するために必要な素材や情報を収集で
きる。・情報教育のねらいを実現する授業に応じて，ICTを活用することが適切かどうかを判断できる。

到達目標・確認指標
以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・ICTを活用した情報活用能力の育成するための授業イメージが形成できる・ICTを活用した時の教育的効果をいくつか発表できる・学
習に対する児童生徒の興味・関心を高めるためのICTの活用事例を知っている

キーワード ICT活用、教員のICT活用指導力、情報教育、教科の目標達成のためのICT活用

実践事例共有 １．５H (担当講師：三村 好央)

ＩＣＴ活用アイデアの共有とアクティブラーニング １．５H (担当講師：小﨑 誠二)

講習形態 講義・演習形式

講習内容
授業内で、教員がICT機器を活用する際のポイントについて紹介しながら、実際に実践する演習を取り組む。また、主に子ども達がICT
機器を活用する際に、どのように指導していくのかのポイントについて紹介しながら、既存のデジタルコンテンツを調べ活用アイデアを
考えていく。

講習内容
「教育の情報化」に関して、「教育の情報化に関する手引き」などを参考に、どのようなねらいで取り組まれてきているのかを紹介し、こ
れからの初等中等教育における教育の情報化の方向性について理解する。その中で、「情報教育」と「教科の目標達成のためのICT活
用」との違いを明確に理解し、電子黒板や書画カメラ、デジタルカメラなどを有効に活用するための基本的な部分を取り扱う。

到達目標・確認指標
以下の項目に関する内容を扱い、全体を通じた講習の後、理解度に関して試験にて確認する。
・教育の情報化と情報教育の関係を理解している・情報教育の目的を理解している・学習指導要領における情報教育のねらいについて
理解している・ICTを活用した時の教育的効果を知っている

キーワード 教育の情報化、情報教育、「教育の情報化」に関する手引、教員のICT活用指導力

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「教育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」について、系統的・体系的
に扱います。主に義務教育における児童生徒に育む情報活用能力と、ＩＣＴ等を活用した授業手法（教材開発・提示も含む）を関連づけな
がら実践的な力量形成を目指した講習を実施します。

「教育の情報化」と情報教育 １．５H (担当講師：伊藤 剛和)

講習形態 講義形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月22日（水） 55人

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
小﨑　誠二（奈良県立教育研究所・ＩＣＴ教育係長）

三村　好央（奈良県教育委員会・学校教育課指導主事）
会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

ICT(デジタルコンテンツ)の活用
(教員のICT活用指導力の向上)

全教諭・養護教諭 ６Ｈ 講義・演習
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ②】

到達目標・確認指標

キーワード

備考 演習中は、運営側から配布される受講者IDを身につけ、講師が確認できるように配慮願います。

試験方法
講習後の知識確認テストは、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で実施する。研修テ
キスト中から、情報教育のねらい、情報モラル教育の意義等から出題する。

成績評価の方法・基準等

小テーマ１：
　確認テスト（３０点）、演習活動（２０点）で配点します。演習は、次の４段階の評価基準「ワークショップに積極的
に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流で他者の実践アイデアを吸収する姿勢が見られ、まとめ役
を担った（２０点）」、「ワークショップに積極的に参加し、意見や事例を提案するとともに、意見交流にも参加した
（１５点）」、「研修テキストや紹介した教材の事例をそのまま提案するが、意見交流やまとめ活動、実践アイデア
提案には積極的に参加した（１０点）」「話し合いには受動的な参加だが、学び合う姿勢が見られた（５点）」を目安
として講師が評価する。
小テーマ２：
　確認テストは、知識理解部分（３０点）と、演習で作成した指導案や他のグループが紹介した指導案を要約した
指導例提案（２０点）で配点する。作成した指導案は、「情報モラル教育のねらいを盛り込んだ指導案が考えられ
ていて、始動時に利用する教材などを具体的に紹介できている（２０点）」、「情報モラル教育のねらいを盛り込ん
だ指導案が考えられている（１５点）」、「情報モラル教育のねらいが明瞭でないか、指導学年の実態に沿ってい
ないが、要素が盛り込まれた指導案が考えられている（１０点）」「情報モラル教育の要素が盛り込まれた活動案
が考えられている（５点）」を目安として講師が評価する。合計点数で６０点以上を合格とする。

「教育の情報化」に関して、「教育の情報化に関する手引き」などを参考に、どのようなねらいで取り組まれてきている
のかを紹介し、これからの初等中等教育における教育の情報化の方向性について理解する。その中で、「情報モラ
ル」の役割や、モデルカリキュラムの紹介、家庭や地域との連携で取り組む意義、体系的な指導の必要性等について
取り扱う。演習では、ケータイに関する指導内容をワークショップ形式で検討する。

先導的教育情報化推進プログラム「教員のICT活用指導力向上のための形成的な評価方法の開発と実用化」の具体
的目標（基準）より抜粋。これらを確認するために、確認テストやワークシートなどを用いる。
・教育の情報化と情報教育の関係を理解している
・情報教育の目的を理解している
・学習指導要領における情報モラル教育の必要性を理解している
・情報モラルの指導内容に５つの領域があり、指導するべき内容について知っている
・道徳と情報モラル教育の関連を理解している
・学校や地域全体で取り組む重要性が理解している
・各教科や生徒指導において情報モラルを指導する必要性を理解している

教育の情報化、情報教育、情報モラル教育、「教育の情報化」に関する手引、教員のICT活用指導力

到達目標・確認指標

先導的教育情報化推進プログラム「教員のICT活用指導力向上のための形成的な評価方法の開発と実用化」の具体
的目標（基準）より抜粋。これらを確認するために、確認テストやワークシートなどを用いる。
・教科における情報モラルの指導例を紹介できる
・児童生徒の実態を踏まえた指導の重要性を理解している
・児童生徒の実態に応じて、工夫しながら「情報社会に参画する態度」を育成する指導ができる
・情報モラルの指導を盛り込んだ教科指導案を作成できる

(担当講師：三村・小﨑・伊藤)３．０Ｈ

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

キーワード 情報モラル教育、情報安全教育、教員のICT活用指導力、情報教育

講習内容
情報モラル教育・情報安全教育の実践事例を紹介するとともに、既存のデジタルコンテンツについても取り扱う。ま
た、年間指導計画を立案するために、実践的な指導方法について知り、具体的な指導案をグループで考える演習を
行なう。

３．０Ｈ

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
小﨑　誠二（奈良県立教育研究所・ＩＣＴ教育係長）

三村　好央（奈良県教育委員会・学校教育課指導主事）

講習形態 講義形式・演習形式

(担当講師：伊藤 剛和)

年間指導計画の立案に向けて

情報モラル教育の役割

講師名(所属・職名等)

55人平成30年8月23日（木）

定員日程

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「情報モラル」を中心に扱い、学校現場と地域・家庭がどのように協力して取り
組むか、教科指導に合わせて取り組む内容、ソーシャルメディア・リテラシーのような教師の日頃からの模範となる姿勢などを含め、体系
的な指導の進め方を考えます。

会場

奈良教育大学

【小テーマ①】

講義・演習６Ｈ全教諭・養護教諭情報モラルの推進(教員のICT活用指導力の向上)

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
小テーマ①・②・③・④のそれぞれ(１５点＋１５点＋１５点＋１５点＝６０点)と共通問題（40点）とについて、試験
（１００点満点)をもとに成績評価する。総合点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 小テーマ④の講義終了後40分の時間を取り、小テーマ①～④担当講師が作成した試験をまとめて実施する。

(担当講師：山岸　公基)

会場

講義６Ｈ全教諭地域の伝統文化と文化財を活かす教育

講師名(所属・職名等)

40人平成30年8月16日（木）

定員日程

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教育大学で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化の教育内容・教育
方法について考える。各教科の力はもとより、横断的・総合的な力量をも兼ね備えることではじめて、伝統文化・文化財を学校教育に活用
することが可能になる。美術と理科とを切り口としながら、総合学習を構想するうえでの宝庫でもある伝統文化・文化財の、古くかつ新しい
魅力を再発見する。

講習内容
興福寺やその関連寺院に伝来した美術工芸文化財とその源流を見極めることが、周知の美術工芸にどのような新た
な視点を提示できるかについて、また校区における文化財の学校教育への活用について、いくつかの事例を紹介す
る。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

東大寺の仏像 １．５Ｈ

山岸　公基（奈良教育大学・教授）
大山　明彦（奈良教育大学・教授）
金原　正明（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

伝統文化としての色彩表現ー正倉院宝物や古代寺院の事例から １．５Ｈ

到達目標・確認指標
美術工芸の技法や歴史学・仏教学への興味・関心をふまえ、妥当な論拠に立脚して美術工芸文化財の意義・価値を
主体的に見出す姿勢を持つこと。その前提として、鑑賞教育にとっても必須な視覚のカテゴリー化能力を高める（すな
わち、見て何か分かるようになる）こと。

キーワード 仏像、美術工芸、文化財、歴史、奈良、興福寺、仏教、文化交流、鑑賞教育

(担当講師：山岸　公基)

キーワード
新薬師寺旧境内遺跡、吉備塚古墳、編年、型式、環境考古学、海進、珪藻分析、植生、花粉分析、種実同定、農耕文
化論

(担当講師：金原　正明)

講習内容
本講義では、新薬師寺旧境内遺跡や吉備塚古墳の具体例を通して考古学的方法を学び、考古遺跡の環境を調べる
環境考古学的手法の研究成果から、自然科学的方法を学ぶ。

講習形態 講義形式

埋蔵文化遺産への視点、新薬師寺旧境内遺跡と吉備塚古墳等 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

興福寺の仏像 １．５Ｈ

考古学的方法と関連する自然科学的方法を学び、文化財および考古学を文系と理系の総合学習的視点でとらえる。

到達目標・確認指標
奈良時代を中心とした身近な地域の文化遺産にみる絵画的表現の実際を学習し、美術教育に於ける「鑑賞」などの
指導に役立てることが出来るような力を身につける。美術文化の継承、創造の原点・歴史に関わる認識を高める。

キーワード 美術・歴史教育、伝統的絵画表現、伝承

(担当講師：大山　明彦)

講習内容
正倉院宝物や古代寺院などにみる色彩表現の実例、それらの記録・伝承に関する実際例を呈示することで、受講生
自らが我が国の伝統文化に関する理解を深め、美術、あるいは歴史などの教育に生かすための助けとなるような展
開を目指す。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

東大寺やその関連寺院に伝来した仏像をテーマに、 新の研究動向により周知の美術工芸にどのような新たな視点
を提示できるかを示す。また校区における文化財の学校教育への活用について、いくつかの事例を紹介する。

美術工芸の技法や歴史学・仏教学への興味・関心をふまえ、妥当な論拠に立脚して美術工芸文化財の意義・価値を
主体的に見出す姿勢を持つこと。その前提として、鑑賞教育にとっても必須な視覚のカテゴリー化能力を高める（すな
わち、見て何か分かるようになる）こと。

仏像、美術工芸、文化財、歴史、奈良、東大寺、仏教、文化交流、鑑賞教育
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法 小テーマ④の講義終了後40分の時間を取り、小テーマ①～④担当講師が作成した試験をまとめて実施する。

成績評価の方法・基準等
小テーマ①・②・③・④のそれぞれ(１５点＋１５点＋１５点＋１５点＝６０点)と共通問題（40点）とについて、試験
（１００点満点)をもとに成績評価する。総合点で６０点以上を合格とする。

講習内容
本講義では、新薬師寺旧境内遺跡や吉備塚古墳の具体例を通して考古学的方法を学び、考古遺跡の環境を調べる
環境考古学的手法の研究成果から、自然科学的方法を学ぶ。

到達目標・確認指標考古学的方法と関連する自然科学的方法を学び、文化財および考古学を文系と理系の総合学習的視点でとらえる。

キーワード
新薬師寺旧境内遺跡、吉備塚古墳、編年、型式、環境考古学、海進、珪藻分析、植生、花粉分析、種実同定、農耕文
化論

キーワード 美術・歴史教育、伝統的絵画表現、伝承

埋蔵文化遺産への視点、新薬師寺旧境内遺跡と吉備塚古墳等 １．５Ｈ (担当講師：金原　正明)

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

講習内容
正倉院宝物や古代寺院などにみる色彩表現の実例、それらの記録・伝承に関する実際例を呈示することで、受講生
自らが我が国の伝統文化に関する理解を深め、美術、あるいは歴史などの教育に生かすための助けとなるような展
開を目指す。

到達目標・確認指標
奈良時代を中心とした身近な地域の文化遺産にみる絵画的表現の実際を学習し、美術教育に於ける「鑑賞」などの
指導に役立てることが出来るような力を身につける。美術文化の継承、創造の原点・歴史に関わる認識を高める。

到達目標・確認指標
美術工芸の技法や歴史学・仏教学への興味・関心をふまえ、妥当な論拠に立脚して美術工芸文化財の意義・価値を
主体的に見出す姿勢を持つこと。その前提として、鑑賞教育にとっても必須な視覚のカテゴリー化能力を高める（すな
わち、見て何か分かるようになる）こと。

キーワード 仏像、美術工芸、文化財、歴史、奈良、興福寺、仏教、文化交流、鑑賞教育

伝統文化としての色彩表現ー正倉院宝物や古代寺院の事例から １．５Ｈ (担当講師：大山　明彦)

興福寺の仏像 １．５Ｈ (担当講師：山岸　公基)

講習形態 講義形式

講習内容
興福寺やその関連寺院に伝来した美術工芸文化財とその源流を見極めることが、周知の美術工芸にどのような新た
な視点を提示できるかについて、また校区における文化財の学校教育への活用について、いくつかの事例を紹介す
る。

講習内容
東大寺やその関連寺院に伝来した仏像をテーマに、 新の研究動向により周知の美術工芸にどのような新たな視点
を提示できるかを示す。また校区における文化財の学校教育への活用について、いくつかの事例を紹介する。

到達目標・確認指標
美術工芸の技法や歴史学・仏教学への興味・関心をふまえ、妥当な論拠に立脚して美術工芸文化財の意義・価値を
主体的に見出す姿勢を持つこと。その前提として、鑑賞教育にとっても必須な視覚のカテゴリー化能力を高める（すな
わち、見て何か分かるようになる）こと。

キーワード 仏像、美術工芸、文化財、歴史、奈良、東大寺、仏教、文化交流、鑑賞教育

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教育大学で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化の教育内容・教育
方法について考える。各教科の力はもとより、横断的・総合的な力量をも兼ね備えることではじめて、伝統文化・文化財を学校教育に活用
することが可能になる。美術と理科とを切り口としながら、総合学習を構想するうえでの宝庫でもある伝統文化・文化財の、古くかつ新しい
魅力を再発見する。

東大寺の仏像 １．５Ｈ (担当講師：山岸　公基)

講習形態 講義形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月27日（土） 40人

山岸　公基（奈良教育大学・教授）
大山　明彦（奈良教育大学・教授）
金原　正明（奈良教育大学・教授）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

地域の伝統文化と文化財を活かす教育 全教諭 ６Ｈ 講義
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

奈良県の豊かな原生林の自然を概観し、主要な森林植物について解説する。一方で近年進行しつつある野生生物に
よる森林への影響および森林衰退の現状と、その再生への取り組みについて解説し、環境教育へのヒントを提供す
る。

紀伊半島における暖温帯から亜高山帯にわたる森林の主要構成樹種について知る。
野生動物との軋轢の軽減について見識を持つ。

シカ、採食圧、防鹿柵、シラビソ、トウヒ、ブナ、シイ、カシ、温暖化

奈良の水環境 １．５H

森林を活かした野外教育の理論、実践を理解し、学校教育に活用できるようにする。

到達目標・確認指標私たちの生活と哺乳類がどのように接しているのかを想像できるようになる。

キーワード 順応的管理、ニホンジカ、生態、形態、分類

(担当講師：辻野　亮)

講習内容
奈良に住んでいても野生哺乳類に遭遇する機会はそう多くはないし、彼らがどのような生き物でどうやって生きている
のかもよくわからない。本講義では奈良県と紀伊半島に棲む哺乳類を知り、その中でも特に重要なニホンジカと私た
ちのかかわりについて考察する。

キーワード 野外教育、森林教育、体験学習

(担当講師：相奈良　律）

講習内容
自然環境を活用した野外教育プログラムの実践例を紹介する。体験学習法に基づく野外教育プログラムの企画、運
営、指導法を学習する。

講習形態 講義形式

森林野外教育の展開と可能性 １．５H

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

奈良県と紀伊半島の哺乳類 １．５H

到達目標・確認指標水の特殊な性質について理解する。また、水環境教育の現状と課題について正しく理解できるようになる。

キーワード 水環境教育、水質調査、水の特性

(担当講師：藤井　智康)

奈良県は森林率が77％にのぼる全国屈指の森林県である。森林は吉野林業に代表される林業の生産基盤であると同時に、流域の水資
源を涵養し、さらに大台ヶ原や大峯山脈は紀伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。しかし、野生動物との軋轢による森林
衰退や山腹崩壊などの問題があることは十分には知られていない。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の 新の現状と課
題について解説し、課題を次世代に伝えその解決に資するための環境教育の可能性について言及する。また近年の森林を活動の場とす
る野外教育や環境教育の動向について詳細な情報を提供し、その普及活用をさらに促したい。

講習内容
身近に存在する水の特性を正しく理解し、瀬戸内海の上流県に位置する奈良の水環境について理解することは海の
環境を考える上でも重要である。また、 近は教育現場においても実施されている水環境教育の現状と課題につい
て解説する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

奈良の森はどうなっているか １．５H

松井 淳（奈良教育大学･教授）
藤井 智康（奈良教育大学・教授）
辻野 亮（奈良教育大学・准教授）

相奈良 律（帝塚山学院大学・非常勤講師）

講習形態

講義６Ｈ全教諭奈良の森と水と動物

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月15日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等
① ④の各講習の筆記試験をもとに成績評価する（①２５点 + ②２５点 + ③２５点 + ④２５点 = １００点満点）。
総合点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：松井　淳)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

奈良の森と水と動物 全教諭 ６Ｈ 講義

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月28日（日） 80人
松井 淳（奈良教育大学･教授）

藤井 智康（奈良教育大学・教授）
辻野 亮（奈良教育大学・准教授）

相奈良 律（帝塚山学院大学・非常勤講師）

会場

奈良教育大学

奈良県は森林率が77％にのぼる全国屈指の森林県である。森林は吉野林業に代表される林業の生産基盤であると同時に、流域の水資
源を涵養し、さらに大台ヶ原や大峯山脈は紀伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。しかし、野生動物との軋轢による森林
衰退や山腹崩壊などの問題があることは十分には知られていない。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の 新の現状と課
題について解説し、課題を次世代に伝えその解決に資するための環境教育の可能性について言及する。また近年の森林を活動の場とす
る野外教育や環境教育の動向について詳細な情報を提供し、その普及活用をさらに促したい。

奈良の森はどうなっているか １．５H (担当講師：松井　淳)

講習形態 講義形式

講習内容
奈良県の豊かな原生林の自然を概観し、主要な森林植物について解説する。一方で近年進行しつつある野生生物に
よる森林への影響および森林衰退の現状と、その再生への取り組みについて解説し、環境教育へのヒントを提供す
る。

到達目標・確認指標
紀伊半島における暖温帯から亜高山帯にわたる森林の主要構成樹種について知る。
野生動物との軋轢の軽減について見識を持つ。

キーワード シカ、採食圧、防鹿柵、シラビソ、トウヒ、ブナ、シイ、カシ、温暖化

奈良の水環境 １．５H (担当講師：藤井　智康)

講習形態 講義形式

講習内容
身近に存在する水の特性を正しく理解し、瀬戸内海の上流県に位置する奈良の水環境について理解することは海の
環境を考える上でも重要である。また、 近は教育現場においても実施されている水環境教育の現状と課題につい
て解説する。

到達目標・確認指標水の特殊な性質について理解する。また、水環境教育の現状と課題について正しく理解できるようになる。

キーワード 水環境教育、水質調査、水の特性

奈良県と紀伊半島の哺乳類 １．５H (担当講師：辻野　亮)

講習形態 講義形式

講習内容
奈良に住んでいても野生哺乳類に遭遇する機会はそう多くはないし、彼らがどのような生き物でどうやって生きている
のかもよくわからない。本講義では奈良県と紀伊半島に棲む哺乳類を知り、その中でも特に重要なニホンジカと私た
ちのかかわりについて考察する。

到達目標・確認指標私たちの生活と哺乳類がどのように接しているのかを想像できるようになる。

キーワード 順応的管理、ニホンジカ、生態、形態、分類

森林野外教育の展開と可能性 １．５H (担当講師：相奈良　律）

講習形態 講義形式

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等
① ④の各講習の筆記試験をもとに成績評価する（①２５点 + ②２５点 + ③２５点 + ④２５点 = １００点満点）。
総合点で６０点以上を合格とする。

講習内容
自然環境を活用した野外教育プログラムの実践例を紹介する。体験学習法に基づく野外教育プログラムの企画、運
営、指導法を学習する。

到達目標・確認指標森林を活かした野外教育の理論、実践を理解し、学校教育に活用できるようにする。

キーワード 野外教育、森林教育、体験学習
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

到達目標・確認指標世界文化遺産の仕組みと現状・課題を理解し、日本における歴史を活かしたまちづくりのあり方について理解する。

講習内容

キーワード

日本では世界遺産が続々と誕生して話題になっている。その背景には地方自治体や国の地域・観光振興政策があ
る。地域住民が地域の歴史・文化を理解し、アイデンティティーの拠り所とすることは重要であるが、遺産の確実な保
護も不可欠である。この授業では、世界遺産の制度と現状・課題のほか、日本の文化財保護制度との関連、文化財
を活かしたまちづくり、市民・住民や学校教育の役割について学ぶ。

地域観光振興　まちづくり　文化財保護法　市民・専門家・行政の三位一体

世界遺産を巡る状況と保存問題ー「危機遺産」、「負の遺産」を中心にして １．５Ｈ

世界遺産教育の概念が理解できる、世界遺産の教材化のスキルが習得できる。

到達目標・確認指標地球的諸課題やESDの学習内容や学習方法を理解する。

キーワード 地球的諸課題、持続可能な開発目標

(担当講師：中澤 静男)

講習内容
2015年9月に国連において2030年までの目標として「持続可能な開発目標」が採択され、世界中で持続可能な開発の
ための教育（ESD)が推進されている。我が国においても新学習指導要領にESDの理念が反映され、ますますその必
要性は高まっている。本講義では、地球的諸課題やESDの基本について概説する。

キーワード 世界遺産教育の概念　世界遺産についての教育　世界遺産のための教育　世界遺産を通しての教育

(担当講師：田渕 五十生)

講習内容

誰もが「遺そう！」と声を上げた時に「世界遺産」の概念が産まれた。世界遺産教育を三つにカテゴライズして、世界遺
産の概念を整理すると共に、具体的な実践事例を紹介したい。一つは、世界遺産についての教育（Education on
World Heritage)、二つは、世界遺産のための教育（Education for World Heritage）、三つは世界遺産を通しての教育
（Education through World Heritage）である。

講習形態 講義形式

世界遺産教育とその可能性 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

持続可能な開発のための教育（ESD) １．５Ｈ

到達目標・確認指標
世界遺産が、優れた人類の文化、貴重な自然の遺産であるとともに、保護し次世代に継承することの大切さを認識す
る。

キーワード 危機遺産　負の遺産　保存･修復　継承

(担当講師：西山 要一)

日本に世界遺産が20サイトあるが、そのうち３件が奈良県に集中している。世界遺産の持つ意味を「世界遺産条約」に照らし合せて理解
するとともに、どのような世界遺産が存在し、現在どのような問題が生じているのかなど、世界遺産を巡る諸問題を多角的に考えてみた
い。また、近年の上滑りな「世界遺産ブーム」について批判的に検討したい。さらに、ユネスコが提唱する世界遺産教育についても紹介し
たい。世界遺産は単に観光資源だけでなく、豊かな教育資源に転化できる経緯について理解を深めたい。

講習内容
戦争・災害・開発などにより破壊され、また損傷の恐れのある「危機にさらされている世界遺産」の現状と保存・修復を
紹介し、世界遺産の保護・継承の重要性を認識する。また、戦争や人種差別に係る「負の遺産」を取り上げ、世界遺
産が民族和解や平和の構築に寄与することを解く。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

世界遺産と日本の文化財保護制度 １．５Ｈ

坂井　秀弥（奈良大学・教授）
西山　要一（奈良大学・名誉教授）

中澤　静男（奈良教育大学・准教授）
田渕　五十生（奈良教育大学・名誉教授）

講習形態

講義６Ｈ全教諭世界遺産とユネスコの教育

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月17日（金）

定員日程

成績評価の方法・基準等
各講義内容を理解して、自分なりに消化され、それに対して教育的な考察が加えられているか否かについて問
います。
各小テーマで２５点、合計１００点中６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 坂井、西山、中澤、田渕：講義終了前１０分間の筆記試験

(担当講師：坂井 秀弥)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

世界遺産とユネスコの教育 全教諭 ６Ｈ 講義

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年10月28日（日） 80人
坂井　秀弥（奈良大学・教授）

西山　要一（奈良大学・名誉教授）
中澤　静男（奈良教育大学・准教授）

田渕　五十生（奈良教育大学・名誉教授）

会場

奈良教育大学

日本に世界遺産が20サイトあるが、そのうち３件が奈良県に集中している。世界遺産の持つ意味を「世界遺産条約」に照らし合せて理解
するとともに、どのような世界遺産が存在し、現在どのような問題が生じているのかなど、世界遺産を巡る諸問題を多角的に考えてみた
い。また、近年の上滑りな「世界遺産ブーム」について批判的に検討したい。さらに、ユネスコが提唱する世界遺産教育についても紹介し
たい。世界遺産は単に観光資源だけでなく、豊かな教育資源に転化できる経緯について理解を深めたい。

世界遺産と日本の文化財保護制度 １．５Ｈ (担当講師：坂井 秀弥)

講習形態 講義形式

講習内容

日本では世界遺産が続々と誕生して話題になっている。その背景には地方自治体や国の地域・観光振興政策があ
る。地域住民が地域の歴史・文化を理解し、アイデンティティーの拠り所とすることは重要であるが、遺産の確実な保
護も不可欠である。この授業では、世界遺産の制度と現状・課題のほか、日本の文化財保護制度との関連、文化財
を活かしたまちづくり、市民・住民や学校教育の役割について学ぶ。

到達目標・確認指標世界文化遺産の仕組みと現状・課題を理解し、日本における歴史を活かしたまちづくりのあり方について理解する。

キーワード 地域観光振興　まちづくり　文化財保護法　市民・専門家・行政の三位一体

世界遺産を巡る状況と保存問題ー「危機遺産」、「負の遺産」を中心にして １．５Ｈ (担当講師：西山 要一)

講習形態 講義形式

講習内容
戦争・災害・開発などにより破壊され、また損傷の恐れのある「危機にさらされている世界遺産」の現状と保存・修復を
紹介し、世界遺産の保護・継承の重要性を認識する。また、戦争や人種差別に係る「負の遺産」を取り上げ、世界遺
産が民族和解や平和の構築に寄与することを解く。

到達目標・確認指標
世界遺産が、優れた人類の文化、貴重な自然の遺産であるとともに、保護し次世代に継承することの大切さを認識す
る。

キーワード 危機遺産　負の遺産　保存･修復　継承

持続可能な開発のための教育（ESD) １．５Ｈ (担当講師：中澤 静男)

講習形態 講義形式

講習内容
2015年9月に国連において2030年までの目標として「持続可能な開発目標」が採択され、世界中で持続可能な開発の
ための教育（ESD)が推進されている。我が国においても新学習指導要領にESDの理念が反映され、ますますその必
要性は高まっている。本講義では、地球的諸課題やESDの基本について概説する。

到達目標・確認指標地球的諸課題やESDの学習内容や学習方法を理解する。

キーワード 地球的諸課題、持続可能な開発目標

世界遺産教育とその可能性 １．５Ｈ (担当講師：田渕 五十生)

講習形態 講義形式

試験方法 坂井、西山、中澤、田渕：講義終了前１０分間の筆記試験

成績評価の方法・基準等
各講義内容を理解して、自分なりに消化され、それに対して教育的な考察が加えられているか否かについて問
います。
各小テーマで２５点、合計１００点中６０点以上を合格とする。

講習内容

誰もが「遺そう！」と声を上げた時に「世界遺産」の概念が産まれた。世界遺産教育を三つにカテゴライズして、世界遺
産の概念を整理すると共に、具体的な実践事例を紹介したい。一つは、世界遺産についての教育（Education on
World Heritage)、二つは、世界遺産のための教育（Education for World Heritage）、三つは世界遺産を通しての教育
（Education through World Heritage）である。

到達目標・確認指標世界遺産教育の概念が理解できる、世界遺産の教材化のスキルが習得できる。

キーワード 世界遺産教育の概念　世界遺産についての教育　世界遺産のための教育　世界遺産を通しての教育
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

知的障害のある子どもに対する関わりの実践的検討 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

知的障害のある子どもの実態をとらえるための発達的視点について，発達段階をふまえて概説する。またアセスメン
トの実態と課題についても述べる。

障害のある子どもの実態をとらえる視点について，障害特性だけでなく，発達的な見方を知ることで子どもを深く理解
する目をもつ。

子どもをとらえる視点、障害特性の理解、発達・教育支援

特別支援学級での教育について、授業、行事、教育課程づくりなど、基本的な内容を把握し、今日的な課題を確認す
る。また交流のあり方についても理解する。

到達目標・確認指標
通常の学校の通常学級に在籍する｢特別な教育的ニーズ｣をもつ子どもの実態と教育についてとらえるとともに、その
課題を確認する。また、通級指導教室での実践を把握し、通級による指導について理解する。

キーワード 通常の学校、通常学級、特別な教育的ニーズ、子どもの実態、通級指導教室

(担当講師：坂下 伸一)

講習内容
通常の学校の通常学級に在籍する｢特別な教育的ニーズ｣をもつ子どもの実態や教育指導のあり方について、具体
例を通して概説する。また、通級指導教室での実践についても述べる。

キーワード 特別支援学級、授業、行事、教育課程づくり、交流

(担当講師：坂下 伸一)

講習内容
特別支援学級での教育、とりわけ、授業づくり、行事づくりなどについて具体的な実践例を通して述べ、特別支援学級
での教育課程づくりの基本を解説する。通常学級の子どもたちとの交流についても言及する。

講習形態 講義形式

特別支援学級での教育実践とその課題 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

通常の学級に在籍する｢特別な教育的ニーズ｣をもつ子どもの教育 １．５Ｈ

到達目標・確認指標障害のある子どもを捉える視点が、日頃の関わりに、さらには授業づくりにどう影響を及ぼすのかを把握する。

キーワード 子どもをとらえる視点、子どもへの関わり、障害特性の理解、発達・教育支援

(担当講師：富井 奈菜実)

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基本原則、特別支援教育における教育実践の諸問題などについて概説する。
「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

講習内容
知的障害のある子どもへの関わりについて、具体的場面を想定しながら課題を整理する。その際、想定場面に対す
る受講者自身の関わりを見つめ直すプロセスを通じて、専門的知識が日頃の関わりに及ぼしている影響を検討する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

知的障害のある子どもの実態把握 １．５Ｈ

富井 奈菜実（奈良教育大学・特任講師）
坂下 伸一（奈良教育大学・非常勤講師）

講習形態

講義６Ｈ特別支援教育関連教諭・養護教諭特別支援教育の当面する課題１

講師名(所属・職名等)

80人平成30年10月27日（土）

定員日程

成績評価の方法・基準等
小テーマ①②の筆記試験の結果と小テーマ③④の筆記試験の結果をあわせて成績評価を行う。60点以上で合
格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②をまとめて、小テーマ②の 後に20分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③④をまとめて、小テーマ④の 後に20分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：富井 奈菜実)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
小テーマ①②の筆記試験の結果と小テーマ③④の筆記試験の結果をあわせて成績評価を行い（５０点＋５０点
＝１００点）、60点以上で合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②をまとめて、小テーマ②の 後に20分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③④をまとめて、小テーマ④の 後に20分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：根來 秀樹)

会場

講義６Ｈ特別支援教育関連教諭・養護教諭特別支援教育の当面する課題2

講師名(所属・職名等)

80人平成30年10月28日（日）

定員日程

この講座では、特別支援教育を理解する上での基礎的な医学的知識、心理学的知識、児童生徒の行動問題の理解と対応などについて
概説する。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

講習内容 肢体不自由・病弱に関する医学・薬学の 新知見に基づく内容

講習形態 講義形式

奈良教育大学

知的障害・発達障害の医学・脳科学 １．５Ｈ

根來　秀樹（奈良教育大学・教授）
大西　貴子（奈良教育大学・特任准教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

知的障害・発達障害の心理学 １．５Ｈ

到達目標・確認指標肢体不自由・病弱に関する医学・薬学の 新の科学的知見の概要を理解し、説明できるようになること。

キーワード 肢体不自由、病弱、脳性麻痺、神経・筋疾患、循環器疾患、ダウン症候群、てんかん・けいれん、特別支援教育、医学、

(担当講師：根來 秀樹)

キーワード 発達障害、ADHD、自閉スペクトラム症、限局性学習症、知的障害、特別支援教育、応用行動分析、積極的行動支援

(担当講師：大西 貴子)

講習内容
主に学校現場で見られる行動上の問題について、応用行動分析の視点から理解し、問題行動を防ぐ手立てや適応
行動を増やすための方略について考える。

講習形態 講義形式

知的障害・発達障害のある子の行動問題に関する理解と対応 １．５Ｈ

到達目標・確認指標問題とされる行動を応用行動分析を用いて理解し、有効な手立てについて考えることができる。

到達目標・確認指標知的障害・発達障害に関する心理学的知見を身につけ、一人一人の子どもを深く理解できるようになること。

キーワード 発達障害、ADHD、自閉スペクトラム症、限局性学習症、知的障害、特別支援教育、心理学

(担当講師：大西 貴子)

講習内容 知的障害や発達障害のある子どもたちの情報入力、認知ー思考過程など、心理学的観点からより理解を深める。

肢体不自由・病弱の医学・薬学 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

知的障害・発達障害に関する医学・脳科学の 新知見に基づく内容

知的障害・発達障害に関する医学・脳科学の 新の科学的知見の概要を理解し、説明できるようになること。

発達障害、ADHD、自閉スペクトラム症、限局性学習症、知的障害、特別支援教育、医学、脳科学
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…gakuin@shirafuji.ac.jp（奈良保育学院）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

キーワード 造形技法・モダンテクニック・偶然性

講習内容
子どもの絵画表現における技法より、モダンテクニックを中心に解説する。いくつかあるモダンテクニックの中から、代
表的なモダンテクニックの制作過程を体験し、表現技法を学ぶ。

到達目標・確認指標
モダンテクニックによる代表的な表現技法を理解する。教材として扱う際の色、形、テクスチャー等の造形要素、表現
技法による効果を意識できるようになること。

モダンテクニックによる造形表現 １．５Ｈ (担当講師：荻原 忠彦)

講習形態 講義形式・演習形式

講義・演習６Ｈ幼稚園教諭保育内容の充実（表現活動を通じて）

日程

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式・演習形式

(担当講師：尾田　敬子)

講師名(所属・職名等)

25名平成30年8月6日（月）

定員

キーワード 手遊び・わらべうた遊び・動きの表現

３つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果から今後の教育実
践で有益と思われる内容を選び、解説する。受講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での演習や体験を教育実践の場で活かせ
る取り組みにつなげてほしい。

会場

３．０H

奈良保育学院

打楽器による表現を考える １．５H

尾田　敬子（奈良保育学院・非常勤講師）
荻原　忠彦（奈良保育学院・常勤講師）

柳田　紀美子（奈良保育学院・非常勤講師）

講習形態

試験方法
小テーマ①：即興的発表
小テーマ②：グループ発表
小テーマ③小作品のグループ創作、発表、鑑賞

(担当講師：柳田　紀美子)

講習内容
・身近な遊びから動きの表現へ　　　・リズムダンス演習（インドのフォークダンスより）
・絵本によるお話から作品創作へ

講習形態 講義形式・演習形式

身体表現による表現を考える

到達目標・確認指標手遊び作品創りと動きの表現の見つけ方・作品創り

備考
○スリッパ等上履き、動きやすい服装（体操服またはジャージ等）、体育館シューズまたはそれに準ずる物を持
参する。
○絵の具、画用紙等の材料費300円を講習当日に徴収する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

養成校における活動実践から、手作り楽器による演奏など保育の場で有用性が示唆される内容を紹介する。本講座
では、音の出せるものへの関心を高めるとともに、実践の場で用いられる打楽器について演習する。

生活の中でリズムに対する意識の持ち方を再発見し、身近に音をとらえられるようにする。

手作り楽器・打楽器・実践活動・演奏

成績評価の方法・基準等
以下の２つの条件とも満たしたものを合格とする。（１）小テーマ①～③を全て受講している。（２）小テーマ①：25
点満点、小テーマ②：25点満点、小テーマ③：50点満点。以上の評価点合計が60点以上である。
授業展開の中での表現力、独創的視点、構成力、参加態度などを評価対象とする。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…gakuin@shirafuji.ac.jp（奈良保育学院）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

備考
○スリッパ等上履き、動きやすい服装（体操服またはジャージ等）、体育館シューズまたはそれに準ずる物を持
参する。
○絵の具、画用紙等の材料費300円を講習当日に徴収する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

養成校における活動実践から、手作り楽器による演奏など保育の場で有用性が示唆される内容を紹介する。本講座
では、音の出せるものへの関心を高めるとともに、実践の場で用いられる打楽器について演習する。

生活の中でリズムに対する意識の持ち方を再発見し、身近に音をとらえられるようにする。

手作り楽器・打楽器・実践活動・演奏

成績評価の方法・基準等
以下の２つの条件とも満たしたものを合格とする。（１）小テーマ①～③を全て受講している。（２）小テーマ①：25
点満点、小テーマ②：25点満点、小テーマ③：50点満点。以上の評価点合計が60点以上である。
授業展開の中での表現力、独創的視点、構成力、参加態度などを評価対象とする。

試験方法
小テーマ①：即興的発表
小テーマ②：グループ発表
小テーマ③小作品のグループ創作、発表、鑑賞

(担当講師：柳田　紀美子)

講習内容
・身近な遊びから動きの表現へ　　　・リズムダンス演習（インドのフォークダンスより）
・絵本によるお話から作品創作へ

講習形態 講義形式・演習形式

身体表現による表現を考える

到達目標・確認指標手遊び作品創りと動きの表現の見つけ方・作品創り

キーワード 手遊び・わらべうた遊び・動きの表現

３つの小テーマを扱った講座を開講する。音楽、造形、身体表現を担当する教員が、それぞれの活動実践や研究成果から今後の教育実
践で有益と思われる内容を選び、解説する。受講者には各講座内容を理解すると共に、本講座での演習や体験を教育実践の場で活かせ
る取り組みにつなげてほしい。

会場

３．０H

奈良保育学院

打楽器による表現を考える １．５H

尾田　敬子（奈良保育学院・非常勤講師）
荻原　忠彦（奈良保育学院・常勤講師）

柳田　紀美子（奈良保育学院・非常勤講師）

講習形態

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式・演習形式

(担当講師：尾田　敬子)

講師名(所属・職名等)

25名平成30年8月7日（火）

定員

モダンテクニックによる造形表現 １．５Ｈ (担当講師：荻原 忠彦)

講習形態 講義形式・演習形式

講義・演習６Ｈ幼稚園教諭保育内容の充実（表現活動を通じて）

日程

キーワード 造形技法・モダンテクニック・偶然性

講習内容
子どもの絵画表現における技法より、モダンテクニックを中心に解説する。いくつかあるモダンテクニックの中から、代
表的なモダンテクニックの制作過程を体験し、表現技法を学ぶ。

到達目標・確認指標
モダンテクニックによる代表的な表現技法を理解する。教材として扱う際の色、形、テクスチャー等の造形要素、表現
技法による効果を意識できるようになること。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

【講習の概要】 　

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

日程

平成30年8月8日（水）

講義・演習

講習内容
子どもの歌の楽譜には、メロディとコードネームしか書かれていない場合がある。そのような楽譜でもコードネームの知
識があれば簡単に即興的に伴奏をつけることができる。この講習では講義で基本的な理論の知識を復習し、コードネー
ムの基本を理解したうえで、実際に子どもの歌を使って演習を行う。

キーワード 歌唱、発声、ヴォイストレーニング

幼稚園教諭

奈良佐保短期大学

こどもの音楽表現を支える技術

定員

６H

多田　純一（奈良佐保短期大学・講師）
中島　倍代（奈良佐保短期大学・非常勤講師）
和田　宏一（奈良佐保短期大学・非常勤講師）

メロディ-に適した伴奏を創作することができる。

会場

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

20人

講習内容
子どもの歌の楽譜には伴奏形が両手で書かれたものや複雑な伴奏スタイルのものがある。どのような作品でも簡単な
伴奏を作ることができれば、臨機応変に子どもの音楽活動に対応することができる。この講習ではメロディに対する伴
奏和音のつけ方や曲想に合わせた伴奏形について学ぶ。

自然で楽に歌うための発声法について学ぶ １．５H (担当講師：和田 宏一）

創作、カデンツ、伴奏形

子どもの声の高さに合わせて歌を移調する １．５H (担当講師：中島 倍代）

試験方法
①②：各講習・演習後に実技確認テストを行う（各20分）
③④：各講習・演習後に筆記テストを行う（各15分）

到達目標・確認指標

保育および幼児教育現場で必要な理論や音楽技術について学ぶことを目的とする。まず子どもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自ら作
成する方法や、音域が高すぎたり低すぎたりする子どもの歌を歌いやすい音域に移調する方法を学ぶ。次に正しい発声の仕方を学び、無
理のない自然な声で子どもの歌を音楽的に歌うことを学ぶ。さらにメロディとコードネームだけが記載された楽譜を見て、簡単な伴奏和音を
つけることができるようにコードネームについて実践的に学ぶ。これらの技術をとおして子どもの音楽活動を豊かに展開できる実践力を身に
つける。

簡単なメロディーに自分で伴奏を作る １．５H (担当講師：多田 純一）

講習形態 講義形式・演習形式

キーワード

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
歌集の歌の中には音が高すぎたり低すぎたりして歌いにくいことがある。このような場合に子どもの声域に合わせて歌
を移調して伴奏する方法を学ぶ。

到達目標・確認指標 簡単な子どもの歌と伴奏を移調する方法を理解し、実際に移調することができる。

到達目標・確認指標

キーワード 声域、調、調号、和音番号、移調

簡単なコードネームを理解し、メロディに合わせてピアノ伴奏を付けることができる。

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
「自然で楽な発声」を実践するにはどのようなことに留意すれば良いか。この講習ではまず、楽に声を出すための方法
－主として身体の使い方－を講義にて学習し、次に演習として子どもの歌の歌唱を行い、学習事項の効果を確認する
形で進める。

到達目標・確認指標 楽に歌うための身体の使い方を理解し、それを生かした歌唱ができる。

講座内容についての問い合わせ先…safo-kyom@narasaho-c.ac.jp （奈良佐保短期大学）

キーワード 伴奏、即興、コードネーム　

成績評価の方法・基準等 小テーマごとに実技確認テストあるいは筆記テスト（各25点）を行い、総合点100点中60点を合格とする。

コードネームを理解して伴奏する １．５H (担当講師：多田 純一）

講習形態 講義形式・演習形式
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

【講習の概要】 　

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

こどもの音楽表現を支える技術 幼稚園教諭 ６H 講義・演習

日程 定員

平成30年8月9日（木） 20人

多田　純一（奈良佐保短期大学・講師）
中島　倍代（奈良佐保短期大学・非常勤講師）
和田　宏一（奈良佐保短期大学・非常勤講師）

会場

奈良佐保短期大学

保育および幼児教育現場で必要な理論や音楽技術について学ぶことを目的とする。まず子どもの歌のメロディに対して適切な伴奏を自ら作
成する方法や、音域が高すぎたり低すぎたりする子どもの歌を歌いやすい音域に移調する方法を学ぶ。次に正しい発声の仕方を学び、無
理のない自然な声で子どもの歌を音楽的に歌うことを学ぶ。さらにメロディとコードネームだけが記載された楽譜を見て、簡単な伴奏和音を
つけることができるようにコードネームについて実践的に学ぶ。これらの技術をとおして子どもの音楽活動を豊かに展開できる実践力を身に
つける。

簡単なメロディーに自分で伴奏を作る １．５H (担当講師：多田 純一）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
子どもの歌の楽譜には伴奏形が両手で書かれたものや複雑な伴奏スタイルのものがある。どのような作品でも簡単な
伴奏を作ることができれば、臨機応変に子どもの音楽活動に対応することができる。この講習ではメロディに対する伴
奏和音のつけ方や曲想に合わせた伴奏形について学ぶ。

到達目標・確認指標 メロディ-に適した伴奏を創作することができる。

キーワード 創作、カデンツ、伴奏形

子どもの声の高さに合わせて歌を移調する １．５H (担当講師：中島 倍代）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
歌集の歌の中には音が高すぎたり低すぎたりして歌いにくいことがある。このような場合に子どもの声域に合わせて歌
を移調して伴奏する方法を学ぶ。

到達目標・確認指標 簡単な子どもの歌と伴奏を移調する方法を理解し、実際に移調することができる。

キーワード 声域、調、調号、和音番号、移調

自然で楽に歌うための発声法について学ぶ １．５H (担当講師：和田 宏一）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
「自然で楽な発声」を実践するにはどのようなことに留意すれば良いか。この講習ではまず、楽に声を出すための方法
－主として身体の使い方－を講義にて学習し、次に演習として子どもの歌の歌唱を行い、学習事項の効果を確認する
形で進める。

到達目標・確認指標 楽に歌うための身体の使い方を理解し、それを生かした歌唱ができる。

伴奏、即興、コードネーム　

キーワード 歌唱、発声、ヴォイストレーニング

コードネームを理解して伴奏する １．５H (担当講師：多田 純一）

講習形態 講義形式・演習形式

試験方法
①②：各講習・演習後に実技確認テストを行う（各20分）
③④：各講習・演習後に筆記テストを行う（各15分）

成績評価の方法・基準等 小テーマごとに実技確認テストあるいは筆記テスト（各25点）を行い、総合点100点中60点を合格とする。

講座内容についての問い合わせ先…safo-kyom@narasaho-c.ac.jp （奈良佐保短期大学）

講習内容
子どもの歌の楽譜には、メロディとコードネームしか書かれていない場合がある。そのような楽譜でもコードネームの知
識があれば簡単に即興的に伴奏をつけることができる。この講習では講義で基本的な理論の知識を復習し、コードネー
ムの基本を理解したうえで、実際に子どもの歌を使って演習を行う。

到達目標・確認指標 簡単なコードネームを理解し、メロディに合わせてピアノ伴奏を付けることができる。

キーワード
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…ngu-kyomu@naragakuen-u.jp（奈良学園大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法 筆記による履修認定試験を行う。（１００点満点　２５点×４小テーマ　）

成績評価の方法・基準等 履修認定試験（１００点満点）の６０点以上を合格と認定し、５９点以下を不合格として不認定とする。

講習内容
近年増え続けている外国にルーツを持つ子どもたちとその保護者たちの現状と課題について考え、また彼らを取り巻く
家庭・生活環境について理解しながら必要な支援のあり方について考える。

到達目標・確認指標 外国人家庭と子どもたちの課題を知り、彼らが必要としている支援のあり方を理解し、実践することを目指す。

キーワード 外国人家庭と子ども、多文化教育、異文化理解

キーワード 表現　造形活動　表現の意義と役割

幼稚園における多文化教育ー外国にルーツを持つ子どもたちの現状と課題ー １．５H （担当講師：オチャンテ　ロサ）

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
幼稚園教育要領の「表現」領域において、特に図画・工作分野における表現活動を中心に取り上げ、幼児期における
表現活動が果たす役割や意義について体験的に考える。

到達目標・確認指標 幼児期の図画工作分野における表現活動の意義を理解することができる。

到達目標・確認指標
ボディーパーカッションのリズム構成ができ、それにふさわしい音色を考えて演奏できる。わらべ歌の持つ響きやリズ
ムを把握し、表現することができる。ボディーパーカッションやわらべ歌を用いて、簡単なアンサンブルができる。

キーワード わらべうた、ボディーパーカッション、コミュニケーション力、創造的音楽表現

幼児期における造形表現活動の意義と役割 １．５H （担当講師：松井　典夫）

創造的音楽の場につながる音楽遊び １．５H （担当講師：山本　美紀）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
ボディーパーカッションや、わらべ歌などのもつリズム感そのものを楽しめる音楽遊びを通して、音楽の持つ「人と人と
をつなげる力」を確認し、コミュニケーション力を養う創造的音楽の場と幼児教育への導入について学ぶ。

講習内容
「幼稚園教育要領」「認定こども園教育・保育要領」で示された幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の力」を確認す
るとともに、小学校以降とのつながりについて学ぶ。

到達目標・確認指標
自園における子どもの姿と、幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の力」を結びつけ、今後の具体的な実践を考える
ことができる。

キーワード 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の力、３つの柱、カリキュラム・マネジメント

現代の社会の中で育つ子どもたちに求められる教育的課題や社会的課題を踏まえた講義･演習を行う。保育内容や技術に関する講義･演
習では、子どもの発達を踏まえた小学校へ接続する教育課程であることを意識し、自らが実践を評価し続けるものであることを理解する。
子どもの育ちを支える保育者としての役割を総合的に理解し、実践に役立ててほしい。

幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の力」と児童期以降のつながり １．５H （担当講師：岡村　季光）

講習形態 講義形式・演習形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成30年8月16日(木) 40人
岡村　季光（奈良学園大学・准教授）
山本　美紀（奈良学園大学・教授）

松井　典夫（奈良学園大学・准教授）
オチャンテ 村井 ロサ メルセデス（奈良学園大学・専任講師）

会場

奈良学園大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

環境を踏まえた子どもの育ちと保育内容の充実 幼稚園教諭 ６H 講義･演習
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

成績評価の方法・基準等 各講習２５点満点。総点で６０点以上を合格とする。

保育の質　評価　保育環境　保育者のかかわり

定員日程

今日、保育・幼児教育は大きな変革期を迎えている。しかし、どのような時代にあっても、幼児教育の中心は、幼児の自発的な活動として
の「遊び」であることには変わりはない。本講習では、「発達」「環境」「保育の質」の３つの観点から改めて「遊び」について捉え直し、これら
を踏まえて「絵本」に関わる保育実践を構想する。その上で、新たな時代の保育・幼児教育の在り方について展望することを目指す。

会場

奈良教育大学

廣瀬　聡弥（奈良教育大学・准教授）
小林　美沙子（元奈良保育学院・常勤講師）

佐川　早季子（奈良教育大学・准教授）
横山　真貴子（奈良教育大学・教授）

講師名(所属・職名等)

キーワード

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義･演習６Ｈ幼稚園教諭幼児教育における「遊び」再考

40人平成30年8月21日（火）

講習形態 講義形式

遊びと環境 １．５H

講習内容

遊びと発達

講習内容
子どもは様々な環境と出会い、そこで展開される遊びを通して発達に必要な経験をしている。保育実践においては、
その環境を構成する保育者の役割は大きい。本講習では、『幼稚園教育要領』における環境について確認した上で、
子どもの育ちを促す保育の環境とは何か、保育者の役割として大切にしたいことを具体的に考えることを目指す。

(担当講師：廣瀬　聡弥）

講習形態 講義形式

到達目標・確認指標

キーワード

子どもの行動やものの考え方について、われわれはかつて歩んできた道であるにもかかわらず理解することが難し
い。幼児教育・保育実践において、遊びが重要なことは言うまでもない。遊びを理解することは、子どもを理解するた
めに重要な役割を果たす。本講習では、再度、子どもの遊びを中心とする様々な行動に着目し、子どもの世界を探究
する。

遊びを中心とした行動から子どもを理解し、幼児教育や保育に活かすこと。

遊び、発達、保育実践

環境、遊び、保育者、保育実践

遊びと保育の質

今日、全ての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目指して、保育実践を再構築して行くことが課題となって
いる。この講習では、遊び中心の保育と学びについての近年の動向を概観し、保育の質と評価について講義する。そ
して，子どもの発達のためにふさわしい環境とはどのようなものかを，保育者の視点から考えることを目指す。

(担当講師：小林　美沙子)

１．５H

講義形式・演習形式

遊びと絵本 １．５H

到達目標・確認指標 子どもの育ちを促す環境について理解し、保育者の役割について考えることができたか。

講習内容

到達目標・確認指標 子どもの発達のためにふさわしい環境や保育者のかかわりについての視点を得ることができたか

講習形態 講義形式・演習形式

キーワード

(担当講師：佐川 早季子）

講習内容
絵本にかかわる発達研究、実践研究を概観した上で、絵本を用いた「質の高い」保育実践とはどのような実践か、「発
達」「環境」「遊び」の観点を踏まえ、考察する。その上で、グループワークによる「絵本のよみあい」など、実際に絵本
と触れながら、明日の保育につながる絵本を生かした実践の構想を目指す。

到達目標・確認指標
子どもの発達における絵本の意義を踏まえた上で、絵本を用いた保育実践を環境構成、遊びへの展開を含めて、具
体的に提案できること。

絵本　発達　環境構成　遊びキーワード

(担当講師：横山　真貴子)

講習形態

１．５H
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…畿央大学 学生支援センター (0745-54-1601)

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講義形式・演習形式

幼稚園教育要領を踏まえて幼児期の表現の特徴を理解し、わらべうたを素材とした保育を構想できる。

講習形態

キーワード

幼稚園教育要領の改訂の方向性についての理解が深まったか。子どもの資質能力の捉え方や可視化の方法を理解
し、自分なりに実践をデザインできる。

各小テーマごとに採点し、各25点、合計100点満点で60点以上を合格とする。

試験方法

成績評価の方法・基準等

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

講習形態

講習内容

到達目標・確認指標

幼児期における資質能力の捉え方

1日の 後にまとめて筆記試験を行う。

幼稚園教育要領（平成30年4月施行）の改訂の要点を確認し、幼児にとって身近な遊びである「わらべうた」を素材とし
た保育について具体的・実践的に考える。

幼児期のおわりまでに身につけたい資質能力について、今後の幼稚園教育要領改訂の方向性に沿いながら、その
捉え方や可視化について実践に基づいて考える。

講義形式・演習形式

１．５H

資質能力　学びの芽生え　ドキュメンテーション　カリキュラムデザイン

身近な環境　生活経験　心の動き　表現する過程

（担当講師：中村　恵）

１．５H

畿央大学

幼児期の造形表現　―幼児の幅広い感性と表現― １．５H

講義形式・演習形式

（担当講師：西尾　正寛）

保育におけるカウンセリング・マインド

（担当講師：小林 佐知子）

西尾　正寛（畿央大学・教授）
粕井　みづほ（畿央大学・教授）

小林　佐知子（畿央大学・特任准教授）
中村　恵（畿央大学・准教授）

幼児期の音楽表現

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式・演習形式

50人平成30年8月23日（木）

講習形態

幼稚園教育要領の感性と表現に関する領域「表現」のねらいを踏まえ、いろいろな形や大きさの箱を並べたり積んだ
りする活動の保育の構想を行うことを通して，幼児の幅広い感性と表現に寄り添い，心情・意欲・態度を育てる保育の
あり方を考える。

表現領域のねらいと内容の解釈の実践レベルでの解釈に基づき，題材「行事の絵」における具体的なねらいの設定、
幼児が感性やイメージを豊かにできる環境設定，導入場面から主活動場面に至る過程で一人一人の活動を支える教
師の配慮と援助の構想ができる。

感性と表現、表現する対象とかかわり，心情・意欲・態度，ねらいの設定

講義・演習６Ｈ幼稚園教諭
幼稚園教育におけるねらいと内容

及び教師の役割

４つのテーマを扱った講義を展開する。広い見地からの内容として、子どものもてる力を伸長する教師の受容的な関わり方と環境づくりに
ついて。具体的な教育活動として造形表現と音楽表現についてである。それぞれの専門的に研究する教員が、人格形成の基礎を培う幼
稚園教育のねらい、内容、教師の役割などから演習形式の活動を交えて講義を行う。受講者には各講義で解説された内容を理解し、そ
の中心となる部分を記述説明できることを求める。

保育　カウンセリング・マインド　個性　　受容

人を援助する立場にある人々には、カウンセリング・マインドが必要である。子どもたちは成長する力をもって生まれ
ており、この力を伸ばすという考え方もこれに通じる。カウンセリング・マインドについて理解し、保育に活かすにはどう
すれば良いかについて考える。

カウンセリング・マインドについて理解することが出来たか。カウンセリング・マインドを保育に活かす方法について考
えを深めることが出来たか。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

１．５H （担当講師：粕井 みづほ）

定員日程 講師名(所属・職名等)

会場

講習形態

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…yagai2040@yahoo.co.jp （奈良県立野外活動センター）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

【小テーマ⑤】

備考

○１泊２日（宿泊を原則としますが、やむを得ない場合は、奈良県立野外活動センターにご相談ください。）
○費用２，９００円（食費：１日目昼食～２日目昼食、シーツレンタル料、傷害保険費等）
○野外活動に適した服装及び洗面用具・着替え・雨具（上下分かれているものが望ましい）・軍手（純綿製）等を
ご持参ください。
   ※荒天時、講習内容が変更になる場合があります。（別途クラフト代３００円が必要になります。）
○予備日：８月３０日（木）～８月３１日（金）
　※気象警報発令等で実施できなかった場合

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
自然体験活動の必要性を理解する。五感を使った自然遊びや自然観察を体験し、その楽しさを実感する。遊びを通し
てのコミュニケーションワークや自然観察法などのスキルを高める。

キーワード

就学前教育と学校教育における学びの連続性について、環境との相互作用の視点から考え、幼児期の終わりまでに
育ってほしい10の姿の捉え方について講義する。

環境との相互作用によって生じる学びの芽生えや、学校教育との連続性について理解する。

学びの連続性、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、資質・能力、環境、相互作用

成績評価の方法・基準等 １００点満点の筆記試験を実施し、６０点以上を合格とする。

１．５H

中村　恵（畿央大学・准教授）
森井  學 （元奈良県立野外活動センター・所長）

鍵田  幸男（下市町立下市中学校・教頭）
滝元　一史（奈良県立野外活動センター・主任主査）
小角　康夫（奈良県立野外活動センター・主任主査）

講習形態

試験方法 全ての講義・演習が終了した２日目の午後に、総合的な評価を行うための筆記試験を実施する。

（担当講師：野外活動センター所員）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

到達目標・確認指標

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式

(担当講師：中村　恵)

講師名(所属・職名等)

30人
平成30年7月30日（月）
　　 　　～7月31日（火）

定員

到達目標・確認指標

講義・演習１２Ｈ幼稚園・小学校教諭幼児教育、初等教育に活かす自然体験活動

日程

社会の発展に伴い子どもたちをとりまく状況は、自然体験の減少へと変化している。この変化は、子どもたちの心身の発達に大きく影響を
及ぼしている。本講座では、自然体験活動の意義を学ぶとともに、コミュニケーションワークや自然遊びの体験を通してその活動の指導法
などを習得することを目的とする。学校、園所で自然体験活動（野外活動）を効果的に実施するための指導力向上を図る。

会場

奈良県立野外活動センター

幼児期における環境とのかかわり

子どもたちが様々な体験活動を行うための安全管理について学ぶ。危険因子の発見、評価、対処について学習する
とともに、子どもたち自身が危険回避できるようになるための方途を考える。

自然体験活動におけるリスクマネジメント ２．０Ｈ （担当講師：鍵田　幸男）

講習形態 講義形式・演習形式

キーワード 危険因子、危険な動植物、ヒューマンエラー、ヒヤリハット、危険予知トレーニング

キーワード ねらいからプログラムへ、刃物の使用、防災教育

４．５Ｈ野外炊飯技術とキャンプファイヤーの指導法

講習内容 野外炊飯の基本的な実践を通して理論や技術を身に付ける。また、キャンプファイヤーの理論・実践・演出を学ぶ。

到達目標・確認指標野外炊飯とキャンプファイヤーに係る基本的な事項を理解し、教育現場で効果的に実施するための企画ができる。

到達目標・確認指標自然遊びや自然観察の基本的な考え方やスキルを身に付け、子どもたちに指導ができるようになる。

キーワード アイスブレーキングゲーム、コミュニケーションワーク、ふしぎ発見、ふりかえり

自然体験アクティビティの実際 ２．０Ｈ （担当講師：森井　學）

自然観察の指導法 ２．０Ｈ （担当講師：野外活動センター所員）

リスクマネジメントの基礎的な事項について理解し、危機意識を持つ。

キーワード 森林環境教育体験プログラム、創意工夫、森林公益的機能

講習形態 演習形式

講習内容
ヒノキの皮むき体験やネイチャークラフト、飾り炭作りなどのアクティビティを体験し、基本的な考え方や技術を身に付
ける。また、教育現場での展開方法等について考える。

到達目標・確認指標体験活動（アクティビティ）についての知識を深め、活動のねらいや指導方法について理解する。

講習内容
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…ngu-kyomu@naragakuen-u.jp（奈良学園大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義・演習６Ｈ幼稚園教諭・小学校教諭
これからの生活科

　～育ちと学びの連続をふまえて～

日程 定員 講師名(所属・職名等)

会場

奈良学園大学

40人平成30年8月8日(水)

善野　八千子（奈良学園大学・教授）

「これからの生活科～子どもの育ちと学びの連続をふまえて～」を講習テーマとする。学習指導要領を踏まえ、体験をとおした気付きを質的
に高める指導の在り方や幼児教育との具体的な接続・連携の図り方について講習する。

体験をとおした気付きを質的に高める指導 ３．０Ｈ （担当講師：善野 八千子）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容 ＰＤＣＡマネジメントサイクルを活用して、これからの生活科における授業改善について理解する。

到達目標・確認指標
学習指導要領のめざすものをふまえ、生活科の目標設定や評価及び指導改善について、① これまでの成果から、今
後も継続・強化しようと考えた点 ② 見直しを図ろうと考えた点③ 新規に取り組もうと考えた点について、説明できるよ
うになる。

キーワード ＰＤＣＡと授業改善、自立の基礎、生きる力の育成、気づきの質、伝え合う力

幼児教育との具体的な接続・連携 ３．０Ｈ （担当講師：善野 八千子）

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
幼小混合グループに分かれ、就学前後の「子どもの戸惑い」場面について、共有する。一日体験入学 「もうすぐ１ねん
せい(幼)」 「あたらしい1年生をしょうたいしよう（小）」の合同指導案を検討する。

到達目標・確認指標
幼小接続に必要な援助・指導と「学びの基礎力（知・徳・体）」について理解し、接続カリキュラム作成に着手できるよう
になる。

キーワード 「教育の連携性」と「教育の一貫性」、環境移行と戸惑い、就学前後の接続カリキュラム、育ちと学びをつなぐ言語活動

成績評価の方法・基準等
筆記試験をもとに成績評価する(１００点満点)。６０点以上を合格とする。
採点基準:「体験をとおした気付きを質的に高める指導の在り方」及び「幼児教育との具体的な連携の図り方」に
ついて、これからの授業構想をもつことができたか。

試験方法 講習の 後に30分程度の筆記試験を行う
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…soni@niye.go.jp（国立曽爾青少年自然の家）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

キーワード 自然体験活動、活動計画案、意見交換、プレゼンテーション、校種間連携等

講習内容
２日間の講習で知り得た知識や体験した内容をもとに、学校教育における自然体験活動の意義や教育効果、教科と
の関連性について受講生が互いに協議、検討するなど、自校（園）での効果的な普及・啓発方法を探る。

到達目標・確認指標 受講内容をふりかえりながら、効果的な指導法及び普及・啓発方法について確認する。

学校教育における自然体験活動の普及・啓発 ２．５H (担当講師：自然の家次長・企画指導専門職）

講習形態 講義形式・演習形式

備考

○１泊２日（宿泊を基本とします。やむをえない場合は国立曽爾青少年自然の家にご相談ください。）
○食費２２００円（1日目昼食～2日目の昼食：金額は多少の変更の可能性があります。）○シーツ洗濯料２００円
○野外活動に適した服装及び外靴・上履き（スリッパ不可）・洗面用具・着替え・雨具（ウィンドブレーカー類）、軍
手等を必ずご持参ください。
〈荒天時プログラム〉
　※小雨は予定通り行います。
      荒天時：小テーマ②の内、森林調査について
　　　　　　　　　 ・ 木のコースターづくり等に変更の可能性有り　(別途300円が必要な場合があります。）
　　　　　　　　小テーマ③の内、キャンプファイアーについて
　　　　　　　　 　・キャンドルファイアーに変更。野外炊事は決行。

成績評価の方法・基準等 １００点満点の筆記試験を実施し、６０点以上を合格とする。

試験方法

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

次代を担う青少年が自立した存在として育つうえで、体験活動への取組に対する必要性や教育効果への期待が高
まっている。そこで、学校等が自然体験活動を実践するために必要となる視点、考え方や工夫すべき点について各教
科等との関連から学ぶ。

自然体験活動の重要性や意義について理解する。自然体験活動と各教科等との関連性について理解する。効果的
な体験活動への取組方を理解する。

体験の風をおこそう運動、　自然体験活動、集団宿泊体験活動、アクティブラーニング、地域、子どもの可能性、教育課

全ての講義・演習が終了した２日目の午後から、総合的な評価を行うため筆記試験を実施する。

(担当講師：自然の家企画指導専門職）

講習内容
宿泊体験活動で欠かすことのできない、キャンプファイアー（雨天時：キャンドルファイアー）や野外炊事の教育効果と
その指導法を習得し、活動を通じてリスクマネジメントについて学ぶ。

講習形態 講義形式・演習形式

「野外活動の指導法」：キャンプファイアー、野外炊事

到達目標・確認指標
キャンプファイアー・キャンドルファイアーの意義、その効果や危機管理と指導法について理解する。野外炊事の意
義、その効果や危機管理と指導法について理解する。

キーワード キャンプファイアー、キャンドルファイアー、野外炊事、危機管理等

「自然体験活動コーディネーターの育成」：自然体験活動の意義とその効果の確認及び啓発
 受講生が、本講習を通して学び得た知識や技能、自然体験活動の効果や重要性等を確認し、学校（園）が自然体験活動に取り組む上で
のコーディネーター的な役割として、幼児・児童・生徒や教職員に対して、指導及び普及・啓発等に努める力を育成する。

会場

５．０H

国立曽爾青少年自然の家

学校における自然体験活動の実際 １．５H

南　勝久（宇陀市立室生中学校・校長）
奥田　博（元宇陀市立守道小学校・校長　NPO地球元気村・自然学校校長）

岡田　浩幸（国立曽爾青少年自然の家・次長）
岡野　こころ（国立曽爾青少年自然の家・主任企画指導専門職）

上田　考浩（国立曽爾青少年自然の家・企画指導専門職）
田中　耕司（国立曽爾青少年自然の家・企画指導専門職）

講習形態 講義形式

１２H幼稚園・小学校・中学校教諭・養護教諭
学校教育における自然体験活動

～体験の風をおこそう～

(担当講師：南　勝久）

講師名(所属・職名等)

40人
平成30年7月23日（月）
　　　　 ～7月24日（火）

定員日程

キーワード 自然環境、森林の役割、直接体験、環境保護等

講習内容
自然に親しみ、五感をつかって自然を体感するとともに、森林の現状、森林の役割などについて学び、森林環境を通
して環境保護の大切さの伝え方を探る。

到達目標・確認指標

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義・演習

自然を大切にし守っていく心を育むなど、森林保護についての効果的な指導法を理解する。

「野外活動の指導法」：自然発見 ３．０H (担当講師：奥田　博・自然の家企画指導専門職）

講習形態 講義形式・演習形式
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

小学校における外国語活動と英語教育の目的や背景を理解し、具体的な指導を構想できる。

国際理解教育、小学校英語活動、英語教育、文字指導、評価

言語能力を育成するための授業展開 ３．０Ｈ

講義形式・演習形式

到達目標・確認指標言語の能力を育成することの内実を理解でき、具体的な指導を構想できる。

キーワード 学習者の言語実態、言語の能力、授業の構想、発問

(担当講師： 中谷 いずみ)

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

学習指導要領から示唆される外国語活動や外国語教育の目的や意義を概観し、実際に取り組む際の心構えや授業
担当のチーム・ティーチングの仕方等を検討し、現場の実践例を紹介する。

○英語：１．小学校外国語活動の背景と概観を経て、小学校現場における外国語活動実践例の紹介を行う。２．参加者による簡単な模擬
実践を行い評価する。３．英語を含めた外国語学習教材による演習を通してことばを学ぶ楽しさを体感し、外国語活動と外国語教育（科
目）の意義を考える。
○国語：学習指導要領の改訂で、国語科の指導はどのように変わらなければならないか具体的な教材に基づきワークショップ形式で深め
ていく。また、国語科指導のポイントについて解説する。

講習内容
PISAや全国学力・学習状況調査、学習指導要領改訂などを踏まえた言語の能力の育成について、その中核となる国
語科の授業においてはどのような点に留意するべきか。具体的な教材に基づきながら講義を行い、ワークショップ形
式で国語科の授業について見方を深めていく。

講習形態 講義形式・ワークショップ形式

奈良教育大学

小学校英語活動・英語教育の背景と課題 ３．０Ｈ

ファーガソン　ピーター（奈良教育大学・准教授）
中谷　いずみ（二松学舎大学・准教授）

講習形態

講義・演習・ワークショップ６Ｈ小学校教諭初等教科（国語・英語）

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月21日（火）

定員日程

成績評価の方法・基準等
筆記試験の内容と論述方法をもとに成績評価する（小テーマ①５０点＋小テーマ②５０点＝１００点満点)。総合
点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①：講習の 後に20分程度の筆記試験（論述）を行う。
小テーマ②：講習の 後に20分程度の筆記試験を行う（50点）。観点の詳細は当該時間に示す。

(担当講師：ファーガソン　ピーター)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

備考
小テーマ③「ものづくりを通した生活科教育」では空のペットボトル（炭酸飲料用の500mlが望ましい）１本を持参
してください。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

新しい小学校学習指導要領社会（平成29年版）で重視されているアクティブ・ラーニングの考え方や喫緊の課題であ
る防災教育の在り方などを述べるとともに、これらで求められている基礎・基本や想定される学習の展開について具
体的に述べる。

小学校社会の新学習指導要領で新たに取り上げられている内容および社会的背景を具体的に理解できる。

アクティブ・ラーニング、防災教育

市場と価格 １．５Ｈ

生活科授業における教材開発の例を知ることができる。

到達目標・確認指標生活科の新学習指導要領を理解し、ものづくりの教育的効果を知ることができる。

キーワード 新学習指導要領、地域交流、ものづくり、工作

(担当講師：谷口 義昭)

講習内容
はじめに、新学習指導要領を概説する。つぎに、ものづくりや昔の遊び、いまの遊びを通して地域の人々と交流するこ
との教育的効果について解説する。その後に、簡単なおもちゃなどの工作をする。

キーワード 教材、開発、教科書

(担当講師：森本 弘一)

講習内容
生活科授業で活用できる教材について紹介する。教科書を概観し授業のビデオを視聴しながら、教材の活用方法に
ついて解説し、生活科における教材開発の在り方について論じる。

講習形態 講義形式・演習形式

生活科における教材開発 １．５H

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式・演習形式

ものづくりを通した生活科教育 １．５Ｈ

到達目標・確認指標
絶対優位と比較優位の違いを理解すること。その上で絶対優位ではなく、比較優位が分業を決める上で重要なことを
理解すること。

キーワード 比較優位、絶対優位、分業

(担当講師：森　伸宏)

社会・・・（岩本）新しい小学校学習指導要領社会（平成29年版）が重点を置いている内容や方法、基礎・基本および想定される学習の展
開について具体的に述べる。（森）現代の社会において重要な役割を果たす市場と価格について、その資源配分機能をわかりやすく解説
する。
生活・・・生活科の新学習指導要領を概説し、授業で活用できる教材の開発とものづくりや昔の遊びを通した生活科の活動について考え
る。教材の開発では、具体的な教材と活用方法を解説し、ものづくりでは、簡単にできるもの、昔の遊びの題材例を2，3紹介する。

講習内容
現在の経済においては分業が重要な役割を果たしている。なぜ分業により生産量が増えるのか、またどのように分業
をすればよいのか、価格が分業の決定にどのようにかかわるのかを簡単な例を使い説明する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

新学習指導要領における社会科の指導 １．５Ｈ

岩本　廣美（奈良教育大学・教授）
森  伸宏（奈良教育大学・教授）
谷口　義昭(奈良教育大学・教授)

森本　弘一（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義・演習６Ｈ小学校教諭初等教科（社会・生活）

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月22日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等
各小テーマの試験または演習課題をもとに成績評価する（２５点＋２５点＋２５点＋２５点＋＝１００点満点）。総
合点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：岩本 廣美)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

「楽しい体育とは何か」や「子どもたちに体育を通して何を教えるか」を踏まえ，その“何”をどのような形（方法）にして
子どもたちに伝えるかを解説する。具体的には，跳び箱や鉄棒などの個人種目の教材を例に，どのように教えれば
（教師のテクニック等）楽しさ体験に繋がるのか，また，どのような方法で教えれば良いのかについて考え，そのため
の知識や方法を追及していく。

小学校での体育授業づくり、特に個人種目を対象とした授業づくりについて、理解を深める。

体育授業づくり、体育授業の目標、個人種目

集団種目を対象とした体育の授業づくり １．５Ｈ

オリンピック・パラリンピックの歴史や理念について理解を深め、体育の授業等の学習に取り入れる方法を習得する。

到達目標・確認指標
ボール運動にはどのような学習要素があるのかを理解し、特に小学校低学年のにおけるボール運動・ボールゲーム
のプログラムの作成ができる。

キーワード バルシューレ、戦術、運動協調性、技術

(担当講師：高橋豪仁)

講習内容
ドイツのハイデルベルク大学で考案されたボール運動・ボールゲームの理論（バルシューレ）を学ぶ。バルシューレ
は、特定の球技種目に特化した能力ではなく、ボールゲーム全体に共通する能力を様々なプレイ状況の中で身につ
けさせようとするものである。

キーワード オリンピック、パラリンピック、オリンピズム教育

(担当講師：井上邦子)

講習内容
オリンピック・パラリンピックに関する歴史や理念について解説し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
小学校の学習に取り入れる方法を検討する。

講習形態 講義形式

オリンピックの歴史とオリンピズム教育 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

ボール運動・ボールゲームのプログラム １．５Ｈ

到達目標・確認指標小学校での体育授業づくり、特に集団種目を対象とした授業づくりについて、理解を深める。

キーワード 体育授業づくり、グループ編成、集団種目

(担当講師：高田俊也)

小学校の体育授業において、「楽しい体育とは何か」や「子どもたちに体育を通して何を教えるか」という目標を踏まえ，その“何”をどのよ
うな形（方法）にして子どもたちに伝えるかを個人種目や集団種目を例に解説する。さらに、ボール運動・ボールゲームの理論（バル
シューレ）からボールゲーム全体に共通する能力を様々なプレイ状況の中で身につけさせる内容についても言及する。また、間近に迫っ
た東京オリンピック・パラリンピックをテーマに小学校の学習に取り入れる方法を検討し、その理解を深める。

講習内容

個人種目と同様に、体育授業の目標を踏まえた授業づくりについて解説する。具体的には，バスケットボールなどの
集団種目の教材を例に，どのように教えるのか，グループ編成について、また，どのような方法で教えれば良いのか
についても考え，そのための知識や方法を追及していく。また、個人種目と集団種目の授業づくりの関係についても検
討する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

個人種目を対象とした体育の授業づくり １．５Ｈ

高田　俊也（奈良教育大学・教授）
高橋　豪仁（奈良教育大学・教授）

井上　邦子（奈良教育大学・准教授）

講習形態

講義６Ｈ小学校教諭小学校体育科の授業づくり

講師名(所属・職名等)

40人平成30年8月22日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等
提出された筆記試験をもとに成績評価する(①②５０点＋③２５点＋④２５点＝１００点満点)。総合点で６０点以
上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②③④：各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う（①②は合わせて講習②の 後に２０分程
度）。

(担当講師：高田俊也)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
４つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する（２５点＋２５点＋２５点＋２５点＝１００点満点）。総
合点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②：小テーマ②の講習の 後に①②の内容に即した筆記試験を２０分程度で実施する。
小テーマ③④：小テーマ③、④の講義の 後に、それぞれ内容に即した筆記試験を１０分程度で実施する。

(担当講師：森本　弘一)

会場

講義・実習６Ｈ小学校教諭初等教科（算数・理科）

講師名(所属・職名等)

80人平成30年8月23日（木）

定員日程

理科：学習指導要領の理科の考え方と授業に役立つ教材を紹介する。小学校理科と中学校理科の関連を考える。具体的な観察方法を
紹介し、理科の学習の在り方を考える。科学おもちゃの紹介を行う。算数：今日の算数教育の課題や学習指導要領のポイントを概説する
とともに、数学的活動を通した算数の学びについて考える。

講習内容
「自然の観察」「人の体のつくりと運動」「天気の移り変わり」「月のみちかけ」の教材を紹介し、学習指導のあり方を論
じる。

講習形態 講義形式・実習形式

奈良教育大学

物質･エネルギー分野の教材の工夫 １．５Ｈ

森本　弘一（奈良教育大学・教授）
近藤　裕（奈良教育大学・教授）

舟橋　友香（奈良教育大学・准教授）

講習形態 講義形式・実習形式

講習形態 講義形式

これからの算数教育と数学的活動 １．５Ｈ

到達目標・確認指標学習指導要領における小学校理科B区分（生命・地球）の教材を知り、それらの学習指導方法を立案できる。

キーワード 生命概念、空間概念、読解力、サイエンスリテラシー

(担当講師：森本　弘一)

キーワード 新学習指導要領、問題発見・解決、統合的・発展的

(担当講師：舟橋　友香)

講習内容
新学習指導要領が目指すこれからの算数科授業について、「日常事象の課題解決に数学をいかす」「数学を統合的・
発展的に創る」という視点から具体的事例の検討を通して考える。

講習形態 講義形式

新学習指導要領に向けた算数科授業の検討 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

生命･地球分野の教材の工夫 １．５Ｈ

新学習指導要領が目指す算数科授業の在り方を理解し、指導改善について考えることができる。

到達目標・確認指標これからの算数教育に求められていることを理解し、指導改善について考えることができる。

キーワード これからの算数教育、数学的活動、算数で育てたい力、子どもが見いだし説明する過程を重視した授業

(担当講師：近藤　裕)

講習内容
学習指導要領の趣旨にそって、およそ次の内容を取り扱う。これからの算数教育の目的（何のための算数教育か、育
てたい算数の力とは）、数学的活動（なぜ活動を通して学ぶのか）、子どもが見いだし説明する過程を重視した授業の
事例、など。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

「物と重さ」「風やゴムの働き」「もののあたたまり方」3年から6年の電気単元の教材を紹介し、物質・エネルギー分野
の観察方法について紹介する。科学おもちゃを演示する。

学習指導要領における小学校理科A区分（物質・エネルギー）の教材を知り、それらの学習指導方法を立案できる。

重さの保存概念、粒子概念、エネルギー概念、読解力、サイエンスリテラシー
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等 筆記試験をもとに成績評価する（①②③④100点）。総合点で60点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 ①，②，③，④をまとめ，④の 後に40分間のテストを行う。

(担当講師：棚橋　尚子)

会場

講義・演習６Ｈ小学校教諭漢字と語彙とその指導

講師名(所属・職名等)

40人平成30年8月23日（木）

定員日程

小学校国語科において漢字学習は言語能力の根幹をなすものである。しかし、指導の方法は教師の経験に基づく場合が多く、様々な問
題を生じている。本講習では、そもそも日本語における漢字とはどのような存在で、指導も含めどのように変遷してきたのかという歴史的
経緯を踏まえつつ、これからの漢字指導の在り方について説いていく。なお、本講習は、大阪教育大学との連携講習である。 終時限に
大阪教育大学と双方向遠隔授業システムで結び、ディスカッション・合同発表会を行う。

講習内容
戦前から戦後にかけての法令等を概観，「漢字表記の基準」について様々な角度から説明し，受講者の理解を深め
る。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

日本語の文字と表記の特徴は何か １．５Ｈ

棚橋　尚子（奈良教育大学・教授）
住田　勝（大阪教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式・演習形式

語彙指導としての漢字指導を考える １．５Ｈ

到達目標・確認指標公的記号としての漢字表記について理解を深めることができる。

キーワード 当用漢字表，常用漢字表，改定常用漢字表，字体・字形

(担当講師：棚橋　尚子)

キーワード 双方向の意見交流

(担当講師：棚橋・住田)

講習内容 自己の学びについて受講者が振り返り，大阪教育大学の受講者と学びを交流する。

講習形態 演習形式

学びの交流 １．５Ｈ

到達目標・確認指標講義での学びを言語化することを通して漢字指導について理解を深めることができる。

到達目標・確認指標漢字指導の本質について理解を深めることができる。

キーワード 「常用漢字表の字体・字形に関する指針」

(担当講師：棚橋　尚子)

講習内容 小学校の漢字指導について，字形指導と語彙指導の面から問題を提起し，受講者が考えを深める。

備考 ①，②，③，④の内容については受講当日時間配分が変わる可能性がある。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

日本語の文字と表記について，歴史を紐解きながら解説する。

日本語の文字と表記について変遷のポイントを説明することができる。

漢字の移入，万葉仮名，平仮名片仮名の発達

漢字に基準はあるか １．５Ｈ
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…畿央大学 学生支援センター (0745-54-1601)

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

定員日程 講師名(所属・職名等)

会場

到達目標・確認指標

キーワード

音楽科の学力、授業づくり、表現と鑑賞

いま音楽科に求められていることは何かを考える。また、音楽科の学力を伸ばす授業づくりの実践事例の紹介や演
習などを通して、授業づくりの具体的方策を考える。

音楽科の育成すべき学力とは何かを理解するとともに、音楽の授業づくりについての視点をもつ。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

講義・演習６H小学校教諭
学習指導要領に応じた小学校教育における

学習指導のあり方

国語科教育、音楽科教育、情報教育、特別支援教育を専門とする教員が、それぞれの分野の教育課程の特徴を踏まえて、 新の研究
と、今後の教育に役立つものを取り上げる。また、教育現場におけるICTの活用、教育のディジタル化について学習指導要領を踏まえて取
り上げて、中学校との連携についても理解する。受講者には各講義で解説された内容を理解し、その中心となる部分を説明できるように
求める。

各教科等で言語活動の充実を図るための基盤となる国語科の果たす役割を理解するとともに、改訂される学習指導
要領を踏まえた学習指導について具体的・実践的に考える。

１．５H

国語科の学習指導

講習形態

講習内容

キーワード

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式・演習形式

50人平成30年8月23日（木）

講習形態

畿央大学

音楽科の学習指導

(担当講師：西端　律子)

衛藤　晶子（畿央大学・教授）
西端　律子（畿央大学・教授）
八木　義仁（畿央大学・講師）

大久保　賢一（畿央大学・准教授）

ICT入門～プログラミング教育入門～

講習内容

到達目標・確認指標

１．５H (担当講師：衛藤　晶子)

１．５H

特別支援教育、発達障害、ユニバーサルデザイン、合理的配慮

ICT活用、ディジタル化、学習環境、電子黒板、タブレットPC

(担当講師：大久保 賢一)

１．５H

講義形式・演習形式

(担当講師：八木　義仁)

言語活動の充実，授業づくり

新学習指導要領を踏まえた国語科の授業づくりについて理解する。

講習形態

講習内容

到達目標・確認指標

発達障害の理解と支援

講義形式・演習形式

ICT教育について、学習指導要領における取り扱い方、および中学校との連携について理解する。さらに、実際の授
業場面を想定し、電子黒板やタブレットPCの使い方を習得する。

講習形態

学習指導要領における「情報活用」について、中学校との連携と共に概説し、電子黒板を活用した実践事例を紹介す
る。将来的な学習環境の一つとしてタブレットPCを取り上げ、実際に授業場面を想定した演習を行う。

学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、自閉症スペクトラム障害（ASD）など、主として発達障害の特性や必
要な支援について解説を行う。

講義形式・演習形式

キーワード

発達障害の特性について理解し、その特性に配慮し、かつ通常学級、特別支援学級、通級指導教室などで実行可能
な教育実践を立案することができる。

昼休みの時間に電子黒板等を実際に自由に触って頂けます。

各小テーマごとに採点し、各25点、合計100点満点で60点以上を合格とする。

試験方法

成績評価の方法・基準等

備考

1日の 後にまとめて筆記試験を行う。
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

備考 原則として全員がディベートを行う。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

ディベートに関する解説やビデオの視聴などを通して，ディベートの方法を知るとともに，立論について考える。

ディベートの性質や方法が理解できたか。

ディベート，論理的思考力，論題

ディベートの方法を知ろう（2） １．５Ｈ

ディベートの教育的な意義が理解できたか。

到達目標・確認指標ディベートにおける尋問や反駁の性質が理解できたか。

キーワード ディベートフローシート，反対尋問，反駁

(担当講師：棚橋　尚子)

講習内容 ディベートの審判方法について考えることを通して，尋問や，反駁のあり方を学ぶ。

キーワード 論理的思考力，協調性，指導方法

(担当講師：棚橋　尚子)

講習内容 グループに分かれディベートの対戦を行うとともにディベートの指導について考える。

講習形態 ワークショップ形式・講義形式

ディベートで対戦してみよう（2） １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式・ワークショップ形式

講習形態 ワークショップ形式

ディベートで対戦してみよう（1） １．５Ｈ

到達目標・確認指標ディベートにおける尋問や反駁の性質が理解できたか。

キーワード ディベートフローシート，反対尋問，反駁

(担当講師：棚橋　尚子)

児童生徒の論理的思考力や，多面的にものごとをとらえる力，グループで協調して課題を遂行する力などを育成するためにディベートは
大変有効な方法である。小中高校の教材となっていても指導そのものが敬遠されがちなディベートの方法やその価値を知り，実際に体験
することを通して，自身も適切な指導ができるようにしていく。

講習内容 ディベートの審判方法について考えることを通して，尋問や，反駁のあり方を学ぶ。

講習形態 講義形式・ワークショップ形式

奈良教育大学

ディベートの方法を知ろう（1） １．５Ｈ

棚橋　尚子（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義・ワークショップ６Ｈ小学校・中学校・高等学校教諭ディベートを学び楽しもう

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月16日（木）

定員日程

成績評価の方法・基準等 筆記試験をもとに成績評価する（①②③④100点）。総合点で60点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 ①，②，③，④をまとめ，④の 後に40分間のテストを行う。

(担当講師：棚橋　尚子)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

講義形式・演習形式講習形態

(担当講師：　片岡  弘勝)１．５Ｈ「地域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」を考える

到達目標・確認指標

「地域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」の発想は、1960年代に、日本の歴史学者・上原專祿によって提
起され、全国的に注目された。それは、アジア・アフリカの諸民族独立との連帯を志向し、「中央圏」に対する「地域」の
自立を目指すものであった。同時に、この発想は、子ども・青年の主体的な「課題化的認識」の学習と結びつけるもの
であった。本講習④は、この発想とその背景を解説した上で、受講者に、想定する学校・地域に即して同発想を採り入
れた実践プログラム（骨子）を立案していただき、相互に交流しながら検討する時間を予定している。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

欧州では、教育を通して文化的・社会的多様性を尊重し、欧州全体の社会的統合を進めることが模索されている。具
体的には、国家を超える人権という普遍的価値に基づく社会の形成が目指されている。本講習①では、欧州評議会
のシティズンシップ教育の理念、内容、方法を解説する。その上で、日本の人権教育にも触れながら、人権を基礎に
おくシティズンシップ教育の意義と課題について検討する。

到達目標＝人権を基礎においたシティズンシップ教育の特徴について理解すること。
確認指標＝この点の理解に関する基本的な視点を記述することができること。

民主主義、人権、価値、社会的統合

子ども・若者の自立とシティズンシップ教育 １．５Ｈ

到達目標＝経済的、政治的、文化的な自立を志向する「地域」の動きが子ども・青年に与える感化力について理解す
ること。　確認指標＝この点の理解に関する基本的な視点を記述することができること。

キーワード グローバル化、「地域の教育力」、子ども・青年への影響力（感化する力）

(担当講師：片岡  弘勝)

講習内容

現在の日本の子ども・青年は、情報や衣食住環境にとどまらず、生活の様々な局面で国境を越えた諸世界につな
がっている。同時に、「地域の教育力」もまた注目されるようになった。本講習③では、グローバル化社会における「地
域の教育力」のあり方を検討する。その際、＜世界（人類）＞に開かれた＜ナショナルなもの＞のあり方を検討し、そ
のキーワードとして＜地域＞の自立志向の動きが子ども・青年に与える影響力（感化する力）を解説する。

講義形式・演習形式講習形態

１．５Ｈグローバル化社会における「地域の教育力」

キーワード 「地域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」、　主体的な「課題化的認識」

講義形式・演習形式

到達目標・確認指標
到達目標＝子ども・若者の自立とシティズンシップ教育の役割について理解すること。
確認指標＝この点の理解に関する基本的な視点を記述することができること。

キーワード 自立、子ども・若者支援、社会への参画

(担当講師：生田　周二)

到達目標＝「地域‐日本‐世界の現実を串刺しにする認識・学習」の発想について理解すること。
確認指標＝この点の理解に関する基本的な視点を記述することができること。

到達目標・確認指標

人・もの・資金・情報等が国境を越える動きが増大すると同時に、国内外で多様性を尊重しつつ社会的な統合（社会への参加とアイデン
ティティの形成）を図る課題に直面するようになった。この文脈で、国内外でシティズンシップを形成するための教育（市民性教育）が注目
されている。この教育においては、社会的排除と社会的包摂をめぐる諸問題に対応するため、雇用（就職）環境や社会参画とも関わって、
子ども・青年の世界観、社会認識と社会規範およびアイデンティティの形成のあり方を問う実践と理論が展開されている。本講習は、シ
ティズンシップ教育の実践と理論に関する国内外の主な動向を紹介した上で、今後の課題を考察する。その考察では、受講者自らが一定
の学校・地域を想定してシティズンシップ教育の実践プログラム（骨子）を立案し、相互に交流しながら検討する時間も予定している。

講習内容

子ども・若者の自立をどう考えるのか、家庭・学校を経て地域社会や就労環境において役割を獲得し自立していく移
行過程の現代的課題は何か、教育・福祉・労働などに関わる専門職（教員、ソーシャルワーカー、カウンセラーなど）
の役割と専門的能力は何か、とりわけ学校におけるシティズンシップ教育の役割と課題はどこにあるのか、などにつ
いてドイツやイギリスなどの事例を交えながら、その意義と課題を考察する。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

人権を基礎におくシティズンシップ教育 １．５Ｈ

生田　周二（奈良教育大学・教授）
片岡  弘勝（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校教諭
グローバル化社会における
市民性教育の動向と課題

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月16日（木）

定員日程

成績評価の方法・基準等
前記した２つの筆記試験（小テーマ①②+③④）により成績評価を行う（50点（①②）＋50点（③④）＝満点100
点）。総合点で60点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②：小テーマ②の講習時間の 後に①②の内容に即した筆記試験を20分で実施する。
小テーマ③④：小テーマ④の講習時間の 後に③④の内容に即した筆記試験を20分で実施する。

(担当講師：生田　周二)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

成績評価の方法・基準等

事前視聴のレポート（３０点）、演習活動（３０点）、確認テスト（４０点）の成績をもとに評価する。

レポートと演習活動は、次の観点で評価する。
●事前視聴のレポート
１．ビデオの要点がきちんと捉えられているか
２．論理的かつ読みやすく記述されているか
●演習活動
１．積極的に発言し、意見や事例を提案しているか
２．グループのまとめ役を担っているか
３．ビデオやテキストで紹介された事例だけでなく、独自の視点や解決方法を提案しているか

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 講習後に、講習内容の知識理解部分を確認する選択式を中心とした問題で確認テストを実施する。

(担当講師：伊藤・多田)

会場

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校教諭
反転研修

アクティブ・ラーニングで情報教育を考える

講師名(所属・職名等)

40人平成30年8月21日（火）

定員日程

京都教育大学で公開している「先生を究めるWeb動画2本」を視聴し（視聴すべき2本の動画はこちらで指定）、7月23日までに１本当たり２
００～３００字で視聴した内容の要点レポートを作成し提出する。対面授業では、視聴した内容を基にテーマを設定し、「情報モラル」につい
てのグループ討論は、京都教育大学で実施し、「情報教育」についてを、奈良教育大学で行い、自身の学校現場での実践を照らし合わせ
たアクティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。２会場をつなげて全体交流と総括講義をおこなう。

講習内容
各グループで話し合った内容を整理し、他の受講者へ紹介する活動と、接続した他会場との全体交流を行なう。
そこでの意見交流の後、両会場の講師から、総括の講評を講義する。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

ビデオ視聴を元にしたグループディスカッション １．５Ｈ

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
多田　和正（京都教育大学・教授）

講習形態 講義形式・演習形式

到達目標・確認指標
・学校や地域全体で取り組む重要性を理解している。
・児童生徒の実態を踏まえた指導の重要性を理解している。

キーワード 教育の情報化、情報教育、児童生徒の情報活用能力、教員のICT活用指導力

(担当講師：多田・伊藤)

備考
webコンテンツを視聴できる環境が必要となる。レポート提出のため電子ファイルの作成提出環境が必要となる。
演習中は、運営側から配布される受講者IDを身につけ、講師が確認できるように配慮願います。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

事前視聴のビデオレポートを総括し、ビデオ収録よりも変化した教育事情について講義した後、グループ協議による。

・学習指導要領における情報教育のねらいについて理解している。
・学習指導要領における情報モラル教育のねらいについて理解している。

教育の情報化、情報教育、児童生徒の情報活用能力、教員のICT活用指導力

全体交流と、講評 １．５Ｈ
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法

(担当講師：河﨑・高柳)

会場

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校教諭反転研修　教師の成長とキャリア発達

講師名(所属・職名等)

40人

キーワード

本講義では、事前学習の内容をふまえて、教師のキャリア発達にかかわる演習を行い、グループディスカッションをに
よる検討のうえ、キャリア発達における課題を認識し、今後の展望を検討する。

平成30年8月23日（木）

定員日程

本講習では、教師の成長およびキャリア発達を支援するという視点から、教師が成長する際に有効であると考えられる知見を提供する。
具体的には、教師が協働できる関係づくりや認知行動療法の立場かえの自己理解に関する知見を提供するとともに、キャリア発達に関す
る基礎的理論を概説し、教師のキャリアを検討するための視座を提示する。担当講師の作成したWeb動画２本を視聴し、７月２０日（金）ま
でに１本あたり200～300字で要点レポートを提出するとともに、８月２３日（木）の対面授業において対話的な学びを行う。

奈良教育大学

webコンテンツを視聴できる環境が必要となる。また、講習時間は事前Web視聴３時間（レポート含）、来校座学
講習３時間（試験含む）の合計６時間となる。

提出された演習課題（小テーマ①）をもとに成績評価する(１００点満点)。総合点で６０点以上を合格とする。

講義終了時に３０分程度の試験（記述式）を行う。

講義形式・演習形式

備考

講習内容

到達目標・確認指標

成績評価の方法・基準等

教師のキャリア発達 ３．０Ｈ

講習形態

河﨑　智恵（奈良教育大学・教授）
高柳　真人（京都教育大学・教授）

教師のキャリア発達について理解し、キャリア発達上の課題を認識することができる。また、他者との意見交流を経
て、今後の展望について説明することができる。

キャリア発達・自己理解・キャリア展望
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講習内容についての問い合わせ先…kyoumu@sta.tenri-u.ac.jp（天理大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

教育現場で「問題」について考える「私」を考える １．５H （担当講師：池田　華子）

講習形態 講義形式・演習形式

学校と地域の連携・協働をめぐる動向と課題 １．５H (担当講師：佐々木保孝)

キーワード

少子化が進む一方で、より繊細で細やかな個々の児童・生徒に合わせた対応が求められるようになってきている教育
現場において、これからカウンセリングやコミュニケーションのスキルはとても大切になってくると思います。せっかくの
熱意や思いがあっても、一人一人のこどもたちと気持ちを通い合わせることができないと、生徒指導や教育相談はな
かなかうまくいきません。　｢目に見えない相手の気持ち（心）を理解して共感的にかかわる」ということは非常にむず
かしいことですが、そのためのコツのようなものをみなさんと一緒に考え、探っていきたいと思います。

講習形態 講義形式・演習形式

心理カウンセリング入門①・② ３．０H

講義形式・演習形式

講師名(所属・職名等)日程 定員

会場

講習内容

(担当講師：仲　淳)

講習形態

40人

学校運営協議会、地域学校協働本部、チーム学校

近年、いわゆるコミュニティ・スクールとして学校運営協議会を設置する学校の増加傾向はますます進んでおり、同時
に、地域住民による学校支援ボランティアの活動も、地域と学校の互恵性を謳った「地域学校協働本部」の枠組みへ
と移行されつつあります。本時はこうした動向をふまえ、地域連携が単なる学校の負担増となってしまわないための
「協働」のあり方を見据えて、現状の到達点と課題を考えます。

地域と学校の関係を段階的に深化させるイメージでもって、「連携・協働」の考え方を理解する。
講義で扱う「課題」をふまえて、自校の現状を解釈するための視点を獲得する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

池田　華子（天理大学・准教授）
佐々木　保孝（天理大学・准教授）

仲　淳（天理大学・教授）

本講習では、現在の学校教育が抱えている諸課題について、臨床教育学、教育社会学、臨床心理学の視点からアプローチします。
①教育現場で「問題」について考える「私」を考える、②学校と地域の連携・協働、③心理カウンセリング入門の３つの小テーマに沿って講
義と演習を行い、学校における教育の諸課題とカウンセリングについて考え、理解を深めます。

到達目標・確認指標

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義・演習６Ｈ学校教育の諸課題とカウンセリング 中学校・高等学校教諭

平成30年8月22日（水）

天理大学  杣之内キャンパス

教育現場では日々様々な「問題」が発生し、その解決に追われていることと思います。「問題」の種類は多様ですが、
多忙な日々の中では、なぜ今それが「問題」となっているのかという所まではふり返る余裕がないということもあるかも
しれません。そもそもそれが「問題」であるのはなぜなのか。それを「問題」にする「私」のありようにまで立ち返りつつ、
視点をリフレッシュする可能性を見つけていきたいと思います。

自らの経験をふり返りながら、「問題」を観察し整理する方法を身につけます。

語ること、ナラティブ、気づき

カウンセリング、コミュニケーション、体験的ワーク

講習内容

まず入門①で心理カウンセリングの基本的な知識や技法について紹介させていただきます。次に入門②で学級場面
でも使えるセラピー的なグループワークの体験などを通して、心と心のコミュニケーション（触れ合い）についてともに
考え、理解を深めることを目指します。

到達目標・確認指標

キーワード

成績評価の方法・基準等
各講習の 後に行う筆記試験をもとに成績評価を行う。筆記試験（小テーマ①②各２５点＋小テーマ③５０点）で
評価し、３つの筆記試験を１００点満点で成績評価を行い、総合点が６０点以上を合格とする。

試験方法
小テーマ①②については講習の 後に１５分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③については 後に２０分程度の筆記試験を行う。

3038

67



◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…ngu-kyomu@naragakuen-u.jp（奈良学園大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

キーワード 文字の手書き　国語科書写　硬筆　毛筆　関連学習　文字文化

講習形態

成績評価の方法・基準等 履修認定試験（１００点満点）の６０点以上を合格と認定し、５９点以下を不合格として不認定とする。

試験方法 筆記による履修認定試験（１００点満点）を行う。

「文字を手書きすることの意義と価値」についてまとめ、具体的な対応策と実践の在り方について明らかにする。

到達目標・確認指標
「文字を手書きすることの意義と価値」について理解し、対応と実践の在り方についての具体策について考えるように
なる。

書き確かめる中での文字文化の理解 １．８Ｈ （担当講師：小竹　光夫）

手書き文字文化の過去と現在

文字の手書き　国語科書写　硬筆　毛筆　関連学習　文字文化

２．７Ｈ （担当講師：小竹　光夫）

講習形態 講義形式

講習形態

文字を手書きすることの意義と価値（書写）

講習名 主な受講対象者 時間

６Ｈ小学校・中高国語・高等学校書道教諭 講義・演習

定員日程 講師名(所属・職名等)

情報化が進むにつれ、「文字離れ」が社会問題のように取り上げられるが、「文字を書く」という立場での解決策は提示されることは少な
い。本講習では、国語科書写が果たすべき役割と実践の在り方を理解すると共に、学習者のみならず指導者自身が文字言語への関心を
高め、文字を手書きすることの重要性を再認識できるような学習展開を明らかにする。さらに、硬・毛筆の関連学習についても、一層の理
解が深められるような講義・演習を行う。

奈良学園大学

小竹　光夫（奈良学園大学・教授）

30人平成30年8月7日(火)

会場

（担当講師：小竹　光夫）

演習形式・講義形式

講習内容

講習内容 「文字を手書きすること」に関する現状を通観し、課題を明らかにする。

到達目標・確認指標 文字を手書きすることの意義と価値を理解し、身の回りの文字文化に興味関心を持つようになる。

キーワード

硬・毛筆による楷書・行書の実習を通じ、「文字を手書きすること」を体験的に理解する。

講義形式

備考
毛筆書写用具一式・鉛筆（Ｂ、または２Ｂ）を準備すること。教科書・教材・参考資料については、担当者の方で準
備するので、特に必要はない。ただし、小・中学校の学習指導について触れる場合があるので、必要に応じて学
習指導要領の内容が必要となる。

到達目標・確認指標 漢字の楷書と行書、ならびに仮名の書写技法を習得する。

文字を手書きすることを踏まえた未来への展望 １．５Ｈ

講習内容

キーワード 文字の手書き　国語科書写　硬筆　毛筆　関連学習　文字文化

講習形態
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
①，②，③④の各講習の筆記試験をもとに成績評価する（①２５点+ ②２５点+③ ④５０点= １００点満点）。総合
点で６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①②は，各講習の 後に10分程度の筆記試験を行う。③，④については，2時間まとめて④の講習の

後に20分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：前田 広幸)

会場

講義・演習６Ｈ中高国語教諭国語に親しませる授業をめざして

講師名(所属・職名等)

60人平成30年8月21日（火）

定員日程

一人でも多くの生徒に親しみやすい授業にするために，どのような工夫が有効なのか。音韻研究，日本近代文学，国語科教育（漢字指
導）の分野から，具体的な資料をもとに大学での取り組みも紹介しながら問題提起する。

講習内容
多様な読みの可能性において，文学的文章の価値を評価する視点は，どのように教材から捉えることができるのか。
テクスト論および読者論的な視点からの教材研究の方法と，教育現場でどのようにそれが機能しうるか，具体的な教
材をモデルに講義する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

平曲譜本から読み解くアクセント・イントネーション １．５Ｈ

前田　広幸（奈良教育大学・教授）
日高　佳紀（奈良教育大学・教授）
棚橋　尚子（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式（一部演習形式）

漢字の字種・字体・字形を整理する １．５Ｈ

到達目標・確認指標近代文学作品の言説分析の有効性を理解し，教材研究に応用する方法を身につける。

キーワード 近代文学，読者，テクスト論

(担当講師：日高 佳紀)

キーワード 漢字の採点，新学習指導要領，語彙指導，文章理解

(担当講師：棚橋 尚子)

講習内容
新学習指導要領の理念を遂行するために漢字指導はどのような点に配慮すればよいのか。語彙指導との関連から，
期待される漢字指導のあり方を講義する。

講習形態 講義形式（一部演習形式）

新学習指導要領時代の漢字指導について １．５Ｈ

到達目標・確認指標思考力，判断力，表現力と漢字習得との関係について理解することができる。

到達目標・確認指標漢字の字種・字体・字形について正確に理解できる。

キーワード 国字問題，常用漢字表，字種，字体，字形

(担当講師：棚橋 尚子)

講習内容
国語科の基礎をなす漢字については，指導者自体が曖昧な知識のまま指導している実態が存在するのではないか。
本講習では平成28年の文化審議会報告『常用漢字表の字体・字形に関する指針』をもとに漢字についての基本事項
を講義する。

テクスト論・読者論を用いた教材研究 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

「横笛」の章段を例にとり，『平家物語』を琵琶を弾きながらいかに語るか，「節博士」により記録した譜本をテキスト
に，そこから，アクセントやイントネーションを含め，墨譜付け当時の発音を推定する具体的手順について，基本的部
分を解説する。

平曲の口説・白声の曲節部分の譜本に付された墨譜付けをもとに，清濁やツメ・ノム等の発音注記を判読できるよう
になり，またどのようなアクセント・イントネーションをもとにした墨譜付けかを推定できるようになること。

　平家物語，「横笛」，平曲，譜本，節博士，墨譜
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講習内容についての問い合わせ先…kyoumu@sta.tenri-u.ac.jp（天理大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等 各講習の筆記試験（各25点満点）をもとに成績評価する。総合して60点以上を合格とする。

キーワード

講義内容
日本でもっとも知られている説話集『今昔物語集』の一話を挙げ、読解、解説する。貴族日記などから知られる事件の
詳細と照らし合わせて考えることによって、隠された真実にせまりたい。

説話集・貴族日記・作品理解

試験方法 講習80分の 後に、各々10分程度の筆記試験を行う。

古典文法・助動詞・推量・推定・解釈

講義形態

古典語には、推量・推定に関する助動詞が（打消推量や過去推量などを含めると）十種類以上も用いられている。そ
れらの助動詞がそれぞれどのような特徴をもち、どのような観点で使いわけられているかについて検討する。

講義形態 講義形式

１．５H (担当講師：吉田　茂晃）

説話集を読むための知識を確認し、学習者の理解をみちびくための工夫を知る。到達目標・確認指標

講義内容
暗記させたり、音読したりするのに も相応しい作品の一つ『枕草子』「春はあけぼの」の段。清少納言の思考過程を
作品の「読み」に従って探り、この章段の持つ独自性を追究したい。

平成30年8月22日（水）

１．５H

天理大学　杣之内キャンパス

上代文学作品の「読み」 １．５H

講義形態

キーワード

キーワード 古典文学・枕草子・清少納言・作品分析・絵画化

後世歌聖と称される柿本人麻呂の作品を読解・解説する。人麻呂作品においては、人麻呂によって創作された枕詞
が駆使され、序詞についても二重の序詞を用いるなど、人麻呂独自の表現が見られる。そういった修辞に注目して、
作者の真意を探りたい。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

定員

「伝統的な言語文化」の尊重が学習指導要領の大きな柱となっている。古典文学作品を原文で読み味わわせることにより、古典文学は面
白いと生徒たちに実感させるような「読み」を展開し、その「読み」を支える文法力の育成について論じたい。

会場

川島　二郎（天理大学・教授）
仁尾　雅信（天理大学・教授）

佐藤　愛弓（天理大学・准教授）
吉田　茂晃（天理大学・教授）

40人

一般的な序詞、枕詞等の修辞の理解の上に、人麻呂特有の修辞を理解すること。

柿本人麻呂、序詞、枕詞

講義形式

(担当講師：川島　二郎）

講義内容

到達目標・確認指標

１．５H (担当講師：仁尾　雅信）平安朝文学作品の「読み」

中世文学作品の「読み」

講義６H中高国語教諭古文を面白くさせる「読み」

講義形式

日程

到達目標・確認指標 平安時代の作品を、時代背景も押さえた上で、一語一語に込めた作者の意図を理解しながら読めるようになること。

「読み」を支える文法

講義形態 講義形式

到達目標・確認指標 助動詞の語義についての知識を古典文の読解に適用し、正確な文意の理解に到達できるようになること。

講義内容

(担当講師：佐藤　愛弓）

キーワード
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先 kyomu@aogaki.nara-u.ac.jp（奈良大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講義形式

講習形態

日本近代文学の成立と展開

講習名 主な受講対象者 時間

６Ｈ中高国語教諭 講義

二葉亭四迷「浮雲」と近代小説 １．５Ｈ

30名平成30年8月7日（火）

定員日程 講師名(所属・職名等)

会場

日本が近代国家として出発すると同時に、「文学」も西洋のさまざまな思想を取り入れて「近代化」をおしすすめていった。この講義では、
幕末から明治期の近代文学の流れを追うともに、個別の作品を読みながら、日本近代文学の形成と変遷を考えたい。作家、作品、文学史
の流れ、メディアなど、基本的な知識を身につける一方、作家や作品が、時代状況、文化状況の中にどのように位置づけられているのか
も考える。とくに、家父長制、恋愛観、性愛観などの明治の精神史を背景に作品を読み解いてゆく。

講習形態

１．５Ｈ

(担当講師：光石 亜由美）

講習形態

(担当講師：光石 亜由美）

奈良大学

近代文学の黎明―坪内逍遥「小説神髄」 １．５Ｈ

光石　亜由美（奈良大学・教授）

講義形式

明治のベストセラーを読む

講習内容
二葉亭四迷『浮雲』を読む。『浮雲』は日本近代文学の嚆矢と言われるが、どこが新しいのか。文体、心理描写、時代
背景などさまざまな角度から『浮雲』を読む。同時に、言文一致運動にも触れながら、近代小説の言語、ひいては近代
日本語がどのように成立したのかも考える。

到達目標・確認指標近代小説としての『浮雲』の新しさを把握する。また、言文一致運動の内容についても把握する。

キーワード 金色夜叉、不如帰、家父長制

(担当講師：光石 亜由美）

講習内容
明治のベストセラー『金色夜叉』と『不如帰』を読む。なぜ、『金色夜叉』『不如帰』は明治の人びとに広く愛されたのか。
時代背景、メディアの問題、家父長制と女性の生き方等の問題とからめながら読んでゆく。

到達目標・確認指標

夏目漱石『こころ』における、「私」―お嬢さん―Ｋという三角関係の背景には、近代特有の〈恋愛〉と〈性〉をめぐっての
青年たちの苦悩が見え隠れする。近代の恋愛観、性愛観を背景に『こころ』を読み解いてゆく。

講習形態 講義形式

夏目漱石『こころ』を読む １．５Ｈ

キーワード 二葉亭四迷、浮雲、言文一致

日本近代とジェンダーの問題を把握する。文学とメディアの関連を把握する。

講習形態 講義形式

夏目漱石、こころ、恋愛

試験方法 各時間は80分として、１日の 後に終了試験（40分）を実施する。

成績評価の方法・基準等 100点満点の終了試験を実施し、60点以上を合格とする。

キーワード

到達目標・確認指標近代の恋愛観、性愛観を把握する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

幕末の戯作文学の流れ、近代文学初の小説理論書である『小説神髄』を概観することによって、日本の近代小説が
成立する背景を考える。実学尊重の流れの中、どのように「小説」が「文学」の一つのジャンルとなってゆくのかを探っ
てゆく。

戯作文学の流れ、『小説神髄』の内容を把握する。

戯作文学、坪内逍遥、小説神髄

(担当講師：光石 亜由美）

講習内容
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講習内容についての問い合わせ先…kyoumu@sta.tenri-u.ac.jp（天理大学）

【講座の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

山本　晃司（天理大学・講師）
小林　千穂（天理大学・准教授）
中井　英民（天理大学・教授）

講義・演習

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

中高英語教諭 ６Ｈ
英語の多様性と国際性：世界語としての英語学習法

（語彙と音声指導を中心に）

本講習では、英語という言語の成立過程と現在英語が世界において占める立場を俯瞰するとともに、国際言語としての英語の音声指導の
あり方を探る。①英語成立の経緯と多様性  - イングランドの英語から世界の英語へ - ② 英語の語彙の歴史と特徴　- 効果的な語彙指
導 - ③英語の現代社会における英語の位置づけ  -世界の場合、日本の場合 - ④EIL(English as an International Language)としての音声
学と発音指導についての理解を深める。

会場

講師名(所属・職名等)

英語の語彙の歴史と特徴　- 効果的な語彙指導 -

平成30年8月22日（水）

１．５H

講習内容

英語成立の経緯と多様性  - イングランドの英語から世界の英語へ - 

定員日程

英語という言語の成立過程、近年の英語に起こっている変化、そして世界で使用される英語の諸特徴を紹介し、多様
性に富む英語の一角を学ぶ。この3つの大きなトピックから今後の英語教育で活用できる情報を提供していく。

語源や変わりゆく英語を知ることで、英語の多様性を理解し、英語指導力の向上に役立ててもらうことを目的とする。

(担当講師：小林 千穂）

講習形態 講義形式

40名

天理大学 杣之内キャンパス

語源、アメリカ・イギリス標準発音、発音・意味変化、世界の英語

１．５H

講習形態 講義形式

(担当講師：山本 晃司）

EIL（国際言語としての英語）の発音指導はどうあるべきかを考える。まずは、英語音声指導の基本的知識を復習し、
その上で、EILを意識した、これからの英語教育でのより良い発音指導の具体例を体験する。

講習形態 講義形式・演習形式

１．５H

英語に関する国際的・国内的な様々な立場と議論を考察することで、より客観的で公正な「英語観」を培うことを目指
す。それにより、授業において生徒の意欲を高める指導能力の向上を図る。

キーワード

講習内容

(担当講師：中井 英民）

成績評価の方法・基準等 小テーマ①②、小テーマ③④とも、各筆記試験（50点満点）で成績評価する。総合点で60点以上を合格とする。

キーワード

到達目標・確認指標
EILの音声学に関する要点を理解し、学校教科書で使用される発音記号をはじめとした複数の発音記号が操作できる
こと、またそれらを英語教育の現場で活用することができることを目指す。

到達目標・確認指標

キーワード

講習形態 講義形式

到達目標・確認指標

キーワード 語彙の歴史、語彙指導、意図的学習、偶発的学習、多読

講習内容

現在、事実上の世界共通語として機能している英語であるが、英語使用と英語教育のあり方に対しては、世界的にも
国内的にも様々な立場と議論が存在する。それらを通して、英語が現代社会において占める立場と役割について考え
る。

１．５H現代社会における英語の位置づけ  -世界の場合、日本の場合 -

英語の歴史を振り返り、様々な言語の影響をうけて英語の語彙がどのように増大していったかを見る。その増大の歴
史を踏まえて、語彙をタイプ別に分け、それぞれのタイプの語彙の特徴を見たうえで、効果的な指導法を提案する。

到達目標・確認指標 英語の語彙の歴史や特徴を知ることで、英語の語彙をより効果的に指導できるようになることを目指す。

EIL、ELF、World Englishes、英語公用語化論、学習指導要領、英語で行う英語の授業、Linguistic Imperialism

試験方法 小テーマ①②、小テーマ③④とも、各講義の 後に20分程度の筆記試験を行う。

英語音声学（分節音、超分節的要素）、Phonology of EIL、Varieties and Accents of World Englishes

EIL(English as an International Language)としての音声学と発音指導

講習内容

(担当講師：中井 英民）
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

ラフカディオ・ハーンの作品を用いた日英比較リーディング指導 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

教科書のリーディング教材をコミュニケーション活動に活かす方法を学ぶ。パワーポイントを用いた日英対照等を活
用して，ペアワークの方法を演習する。その演習を通じて，アウトプットを増やした英語指導の実践方法を学ぶ。

パワーポイントを用いた指導法を理解し，実際にコミュニケーション指導に活かせるようになること。

コミュニケーション，ペアワーク，パワーポイント，アウトプット，日英対照

各アクティビティの狙いと期待される効果を理解すると同時に，その限界についても認識する。

到達目標・確認指標
構文の意味や機能を重視する機能的構文論に触れることにより，文法知識を実際の言語使用の場に活かすための
基礎的知識を習得する。

キーワード 機能的制約，動能構文，場所倒置文，分裂文

(担当講師：米倉 陽子)

講習内容
機能的構文論とは，構文の意味機能に着目する文法論である。英語の動能構文，場所倒置文，分裂文等をとりあ
げ，これらの構文がどのような意味機能を持つのか，実際の使用にはどのような制約がかかるのかを考察する。

キーワード 語彙力，表現力， ペアワーク，　グループワーク

(担当講師：米倉 陽子)

講習内容
センター試験に代わる新テスト導入を前に，受講者全員がさまざまな英語アクティビティを疑似体験することで，これ
からの英語教育を担う英語教員として何ができるのかを考える。

講習形態 演習形式

英語の表現力を伸ばすために １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式・演習形式

講習形態 講義形式

機能的構文論からみた英語 １．５Ｈ

到達目標・確認指標日英比較対照によるリーディングの実際について理解し，ハーンの書き換えの意図を述べられること。

キーワード リーディング，ハーン，原話，日英比較，書き換え

(担当講師：門田　守)

日英対照教材等を用いて，アウトプットを増やした授業を構築する方法について実践的に考察する。ラフカディオ・ハーンの平易な作品を
取り上げ，日英比較による創造的リーディングの可能性を探る。また，機能的構文論について，英語の動能構文，場所倒置文，分裂文等
をとりあげて学ぶ。さまざまな英語アクティビティを疑似体験し，これからの英語教育を担う英語教員として何ができるのかを考える。

講習内容
リーディングの効果的指導法について，ラフカディオ・ハーンの作品を取り上げて学ぶ。彼の英語の作品は，日本語の
原話と大胆に異なっている。そうした違いの理由と効果を考察し，日英比較対照による創造的リーディングの可能性
を探る。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

パワーポイントを用いたコミュニケーション指導の実際 １．５Ｈ

門田　守（奈良教育大学・教授）
米倉　陽子（奈良教育大学・准教授)

講習形態

講義・演習６Ｈ中高英語教諭中高英語科教育の充実に向けて

講師名(所属・職名等)

50人平成30年8月22日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等 どの小テーマも，筆記試験（各２５点）で成績評価する。合計１００点のうち，６０点以上を合格基準とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 どの小テーマも，講習終了時に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：門田　守)

会場

3044

73



◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

成績評価の方法・基準等
講義内容を踏まえた上で、解答者自身の考察が十分に加えられていること。小テーマ①（佐野担当分）50点、小
テーマ②（渡邉担当分）50点の100点満点で、60点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 担当講師それぞれの担当時間の 後に筆記試験（論述式）を行う。

(担当講師：佐野 誠)

会場

講義６Ｈ中学校社会・高等学校公民教諭「人権」の理念と現実

講師名(所属・職名等)

30人平成30年8月22日（水）

定員日程

　前半では、人権の起源・歴史・理念を、18世紀後半に制定されたアメリカ諸州の「権利の章典」や合衆国憲法の修正条項、そしてフランス
の「人権宣言」に触れながら、説明する。後半では、人権の理念が、いかに現実と乖離しているかを日本の四大公害問題を中心的な素材
としつつ社会学的に考察する。

講習内容

水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害の四大公害問題を次の問いから再考するとともに、今日の公害・環
境問題の対応への教訓も考える。①水俣病の公式確認はなぜ二つなのか？②イタイイタイ病の公式確認はなぜ一つ
なのか？③裁判提訴したのは誰なのか？④誰が被害者と認められたのか？⑤その公害病のミニマムの被害とは何
か？⑥その公害被害は私達の健康をどのように規定しているのか？

講習形態 講義形式

奈良教育大学

「人権」の起源・歴史・理念 ３．０Ｈ

佐野　誠（奈良教育大学・教授）
渡邉　伸一（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

到達目標・確認指標上記の①～⑥の問いに対して、一定の解答を与えることができる。

キーワード 公害・環境問題、水俣病問題、新潟水俣病問題、イタイイタイ病、四日市公害、食品安全基準、原発事故

(担当講師：渡邉 伸一)

備考 【小テーマ②】に関する参考図書：政野淳子（2013）『四大公害病』中公新書．

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

人権の起源がアメリカ諸州の憲法、特にヴァージニア州の「権利の章典」（17７６年）にあることを確認しながら、「日本
国憲法」の人権規定に大きな影響を与えた「合衆国憲法」修正10カ条（1791年）、およびフランス「人権宣言」（1789年）
の内容および歴史的発展を概観する。と同時に、これらの規定に内在する幾つかの問題点をも摘出する。

人権の起源・歴史・理念を理解した上で、今日の人権侵害の様々な態様を、人権の理念に照らして説明できること。

人権の起源・歴史・理念、アメリカ諸州の「権利の章典」、フランスの「人権宣言」、「日本国憲法」の基本的人権の尊重

「四大公害問題」再考 ３．０Ｈ
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…kyomu@aogaki.nara-u.ac.jp（奈良大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

到達目標・確認指標地理院地図ほかを使った主題図作成の実践と主題図から地理的事象の特徴を理解する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

地図帳や資料集等に掲載されている奈良盆地の村落景観の現状を紙地図（地形図）をつかって、概観するところから
はじめたい。 新刊の地形図では、既刊（旧版）のものと比べて地形図図式が変更されているために従来のものと地
図表現の方法が大幅に異なるようになった。読図の方法とそれによって得られる地図情報には気を付けたい点が
多々みられる。このようなことを読図作業を進めながら触れてみたい。

新の地形図図式を認識しながら、地形図の理解と既刊（旧版）地形図と異なった読図方法を認識する。

地形図、地形図図式、村落景観

(担当講師：土平　博)

講習内容

地理院地図、環濠集落、村落景観

試験方法 各時間は80分として、１日の 後に修了試験（40分）を実施する。

成績評価の方法・基準等 100点満点の修了試験を実施して、60点以上を合格とする。

キーワード

環濠集落を事例にして、（こちらから提供する）フィールワークの成果を整理しながら地図を作成していき、村落景観を
空間軸で捉えるとともに、その変容について理解を深めてみたい。コンピュータを使った簡単な実習をともなう。

講習形態 実習形式

地理院地図の利用 １．５H

キーワード 旧版地形図、地籍資料、土地利用、条里地割、溜池、集村

地理院地図を使った主題図の作成方法を理解する。

講習形態 実習形式

講習内容

明治期から昭和期に刊行されたいわゆる旧版地形図を読図しながら、変貌前の奈良盆地の村落景観を理解したい。
また、明治期の地籍資料なども使いながら、地割から村落の特徴を探っていく。条里地割の残存とそれに伴う溜池や
集落の景観は、これまでの奈良盆地の村落景観の特徴であった。これらは長きにわたって条里地割に関与しつつ進
められてきた土地の開発や利用の歴史を物語っている。重層的にみられる村落景観を紐解いてみる。主として時間
軸を注視しながら進めていく。

到達目標・確認指標
旧版地形図の収集方法や扱い方を通して、変貌前の村落景観を理解する。村落単位や村落構成の理解と、重層的
な村落景観について考える。

キーワード 地理院地図、溜池、主題図

(担当講師：土平　博)

講習内容
溜池を事例にして、地理院地図の利用について説明したい。地理院地図は位置情報が得られるので、属性データを
整理しながら、位置情報と連動させて簡単な主題図を作成してみたい。このことを通して地理情報システムの初歩を
理解したい。コンピュータを使った簡単な実習をともなう。

到達目標・確認指標

１．５H

(担当講師：土平　博)

講習形態

(担当講師：土平　博)

奈良大学

新刊の地形図に描き出された村落景観の現状 １．５H

土平　博（奈良大学・教授）

講義形式

条里地割・溜池・集落からみた中近世村落

旧版地形図からみた村落の原型 １．５H

30人平成30年8月7日（火）

定員日程 講師名(所属・職名等)

会場

奈良盆地にみられる村落景観は、近年、大きく変貌したといえよう。村落景観の主な構成要素である集村形態、条里地割、溜池に注目し
て、その変容を時間軸と空間軸の双方から捉える。分析のためには地図が重要な資料になることから、諸機関の地図類の作成履歴や入
手方法、読図方法を解説する。また、コンピュータを利用して、フィールドワークの成果を地図化していく。以上から、授業時におけるこれら
の技能の活用について模索する。

講習形態 講義形式

講習形態

奈良盆地における村落景観は今
－フィールドワークの成果を地図化する－

講習名 主な受講対象者 時間

６H中学校社会・高等学校地理歴史教諭 講義・実習
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等 ①と②、③と④のテーマについてそれぞれ配点50点。総合点で60点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①と②に関しては，②の授業の 後に筆記試験を行い，小テーマ③と④に関しては，④の授業終了時
に筆記試験を行う。

(担当講師：今　正秀)

会場

講義・実習６Ｈ中学校社会・高等学校地理歴史教諭地理・歴史教育と地理学・歴史学研究

講師名(所属・職名等)

30人平成30年8月23日（木）

定員日程

地理教育も歴史教育も地理学研究、歴史学研究の成果に依拠している。けれども地理教育、歴史教育は固有のアイデンティティを持って
いる。今回、地理学研究と歴史研究の成果を生かした地理学習の在り方と、世界史学習の在り方への提案を行いたい。日本史では、荘
園制を切り口にして、平安時代の時代像をどう描くかというもので、地理では「地理情報システム（ＧＩＳ）教育の課題と実践事例」について
示したい。

講習内容 日本史の中でも難解とされる荘園制について、初期荘園から中世的荘園制の成立までについて講じる。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

荘園とは何かⅠ １．５H

今　正秀（奈良教育大学・教授）
根田　克彦（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

地理情報システム（GIS）の観点からの地理教育（研究動向) １．５Ｈ

到達目標・確認指標荘園制の成立について理解できる。

キーワード 荘園整理令、中世的荘園制または荘園公領制

(担当講師：今　正秀)

キーワード Geographic Information System, 地理教育，実践例，授業

(担当講師：根田　克彦)

講習内容
地理情報システムを用いた高等学校の授業実践を行い，地理情報システムを用いた授業の簡単なやり方を取得す
る。

講習形態 実習形式

地理情報システム（GIS）の観点からの地理教育（実践例) １．５Ｈ

到達目標・確認指標地理情報システムを用いた高等学校の授業実践例を実際に行い，地理情報システムを用いた簡単な授業ができる。

到達目標・確認指標日本における教育地理情報システムに関する実践研究の成果と問題点をまとめられること。

キーワード Geographic Information System, 地理教育，実践，研究動向

(担当講師：根田　克彦)

講習内容
日本における教育地理情報システムに関する研究を，研究者と学校教育現場での実践研究に特に的を絞り，その研
究の傾向を展望する。 後に，日本における地理情報システムの成果と問題点をまとめる。

荘園制とは何かⅡ １．５H

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

日本史の中でも難解とされる荘園制について、初期荘園から中世的荘園制の成立までについて講じる。

荘園制の成立について理解できる。

初期荘園、墾田永年私財法
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

中学校学習指導要領下における理科教育の動向と教材の紹介，及び中学生の科学概念の理解の実態について説
明する。

中学校学習指導要領下における理科教育の動向と教材の紹介及び中学生の科学概念の理解の実態についての説
明ができる。

中学校学習指導要領、教材、中学生、科学概念の理解

身近な現象から見る光の世界 １．５Ｈ

ブラックホールは多くの人が魅力を感じながら、その実情についてはあまり知られていない。そのエッセンスを理解し、
宇宙の極限天体についての理解を深める。

到達目標・確認指標中、高の理科、化学が大学の化学へとどのようにつながっているのかを理解し、説明することができる。

キーワード 基礎化学、高分子科学、材料科学、磁気共鳴

(担当講師：梶原　篤)

講習内容
中ー高－大の連携を意識した基礎化学と科学技術の発達史　歴史的な発達段階を踏まえた基礎化学や身の回りの
材料につての説明

キーワード 天文学、宇宙、ブラックホール、重力、X線天文衛星

(担当講師：信川　正順)

講習内容

宇宙には光の速度ですら脱出できないほどの強力な重力をもつ天体「ブラックホール」が存在していると考えられてい
る。ブラックホールには太陽の１億倍の質量をもつ巨大なものから、太陽と同程度の普通サイズのもの、あるいは量
子サイズのものもある。これらのブラックホールはどうやってできるのだろうか？また、ブラックホールはどのように観
測するのだろうか？

講習形態 講義形式

大きなブラックホールと小さいブラックホール １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

身の回りの物質と化学 １．５Ｈ

到達目標・確認指標物理学の学問体系を用いて、身近な光の物理現象の例を説明できる。

キーワード 幾何光学、波動光学、電磁光学、量子光学、分光学、現代物理学

(担当講師：中村　元彦)

・次期中学校学習指導要領下における理科教育の動向と教材の紹介、及び中学生の科学概念の理解の実態について説明する。（石井）
・光の現象を題材として、光の捉え方の変遷から光について説明する。（中村）
・中ー高－大の連携を意識した科学技術の発達史、歴史的な発達段階を踏まえた基礎化学や身の回りの物質について説明する。（梶原）
・様々な種類のブラックホールについて、その成り立ちと観測方法を理解する。（信川）

講習内容
簡単な光の現象を実際に体験できるものは体験してもらい、人が光をどのように考えたかという変遷から光について
説明する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

理科教育の動向と教材の紹介及び中学生の科学概念の理解の実態 １．５Ｈ

石井　俊行（奈良教育大学・教授）
中村　元彦（奈良教育大学・教授）
梶原　篤（奈良教育大学・教授）

信川　正順（奈良教育大学・准教授）

講習形態

講義６Ｈ中高理科教諭現代の理科教育の動向と先端科学

講師名(所属・職名等)

50人平成30年8月21日（火）

定員日程

成績評価の方法・基準等
4つの筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(25点＋25点＋25点+25点＝１００点満点)。総合点で
６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：石井　俊行)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

新しく導入されたレーザ加工機を用いて、その加工法について解説し、実際に機械で加工演習する。

レーザ加工機の加工原理が理解でき、習得した内容を教育現場で説明できること。

レーザ加工機、加工演習

栽培学習と新しい栽培技術について １．５Ｈ

マイコンを用いた電子工作のために必要な回路理論の基礎を身につけている。

到達目標・確認指標 近の電子工作の状況について、概要を理解すること。

キーワード 電子工作、回路シミュレータ、フィジカルコンピューティング、Arduino、Raspberry Pi

(担当講師：薮　哲郎)

講習内容
電子工作の世界はこの15年で大きく変化した。本講義では無償で使える回路シミュレータ、Arduino や Raspberry Pi
などのフィジカルコンピューティングのツールなど、 近の電子工作の話題を提供する。

キーワード オームの法則、分圧回路、LED、トランジスタ、FET、オペアンプ

(担当講師：薮　哲郎)

講習内容
マイコンボードやPCボードの出現により、電子工作の世界は大きく変わった。それに伴い、電子工作を楽しむために
必要な回路理論も変わった。本講習ではマイコンを用いた電子工作に必要な回路理論について説明する。

講習形態 講義形式

マイコンを用いた電子工作に必要な回路理論 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式・演習形式

講習形態 講義形式

近の電子工作 １．５Ｈ

到達目標・確認指標栽培の基礎を理解し、これを応用した栽培活動ができる知識を得ること。

キーワード 栽培技術、学校における栽培教材、植物工場

(担当講師：箕作　和彦)

技術および工業教育の 近の話題について解説する。各論は以下の通りである。
①レーザー加工機による木材およびプラスチックの新しい加工法について解説する。②学校教育における生物育成（栽培）の学習意義と
新しい栽培技術について解説する。③ 近の電子工作の話題について解説する。④マイコンを用いた電子工作に必要な回路理論につい
て解説する。

講習内容
栽培の基礎的事項と応用について解説する。さらに、学校教育で採用できる栽培教材の提案、植物工場のような新し
い栽培技術についても解説する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

レーザー加工機を用いた新しい木材加工技術について １．５Ｈ

谷口　義昭（奈良教育大学・教授）
箕作　和彦（奈良教育大学・准教授）

薮　哲郎（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義・演習６Ｈ中学校技術・高等学校工業教諭技術・工業教育における 近の話題

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月21日（火）

定員日程

成績評価の方法・基準等
各テーマで提出された筆記試験をもとに成績評価する（25点＋25点＋25点＋25点＝100点満点)。総合点で60点
以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 各テーマ講習の終わりに10分間テストをする。

(担当講師：谷口　義昭)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

成績評価の方法・基準等
各講習後に実施する筆記試験により評価する（２５点+２５点+２５点+２５点＝１００点満点）。総合点で６０点以上
を合格とする。

キーワード

なぜ、今、「家庭科」「地域コミュニティ」が重要なのだろうか。講習では、社会の変化に伴う家族形態・家族機能の変化
について概説し、これからの家庭科で育成する必要がある力とその方策について考える。

学校教育のなかで地域力を活用する効果がわかり、家庭科でそれを取り入れる可能性を考えることができる。

地域コミュニティ、家庭科

到達目標・確認指標子どもの発達とそれを支える保育のあり方について理解し、説明できる。

講習内容
食物学に関する基礎的な実験のうち、60 分程度でできる実験を、受講者自ら実施し、結果をまとめ、その結果につい
て考察する。具体的な実験内容としては、食物の人工消化試験を検討中である（実験内容は変更することもあり得
る）。

備考
小テーマ④において実験・演習を実施するので、電卓（電卓機能のみのもの、四則演算のみで構わない）、白衣
を用意すること。

食物学基礎実験 １．５Ｈ

試験方法 各講習の 後に１０分程度の筆記試験を実施する。

キーワード 食物学実験、試薬調製、データ処理

講習形態 講義形式・演習形式・実験形式

到達目標・確認指標
実験の原理を理解し説明できる。実験の準備（試薬調製、器具の調整）を適切にできる。結果を科学的に説明するこ
とができる。

キーワード 子ども、発達、環境、保育

(担当講師：杉山 薫)

キーワード 調理、米、小麦

(担当講師：中川 愛)

講習内容
保育領域の基本的な知識や近年の知見について概説する。主に、乳幼児期の社会性の発達の様相と保育をめぐる
今日的課題について考える。

講習形態 講義形式・演習形式

子どもの発達と環境 １．５Ｈ

到達目標・確認指標米、小麦等の成分の特徴と調理性を理解し、説明できる。

(担当講師：佐藤 典子)

講習内容
調理とは、食べ物を安全で衛生的な状態にし、栄養性、消化吸収性、嗜好性の良いものにする操作であるが、実際の
調理操作中に生じるさまざまな現象が調理学理論によって説明されている。この講習では、種々の食品の調理性を
中心に概説する。

講習形態 講義形式

食品の調理性 １．５Ｈ

地域コミュニティと家庭科教育 １．５Ｈ

立松　麻衣子（奈良教育大学・教授）
佐藤　典子（甲子園大学・准教授）
中川　愛（奈良教育大学・准教授）
杉山　薫（奈良教育大学・准教授）

講習形態 講義形式

　(担当講師：立松 麻衣子)

講習内容

到達目標・確認指標

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月22日（水）

定員日程

  主体的に生きる生活者を育成する家庭科の学習指導に必要な専門知識について、社会の変化や新学習指導要領の扱いを踏まえて領
域ごとに論じる。具体的テーマは、立松：地域コミュニティと家庭科教育、佐藤：食品の調理性、中川：子どもの発達と環境、杉山：食物学
基礎実験である。

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義・演習・実験６Ｈ中高家庭教諭家庭科教育
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

三角形の重心はよく知られているが、一般の平面図形の重心はあまり知られていない。本講では、平面図形の重心
がどのようにして意味づけ・定義されるかを解説し、応用例として、多角形の重心や対称性をもつ平面図形の重心の
求め方を紹介する。

重心の定義およびその意味を理解し、（手計算可能な）平面図形の重心を求めることができる。

重心、力、モーメント、つり合い、積分

これからの数学教育と数学的活動 １．５Ｈ

「資料の活用」や「データ処理」の基本的知識を身につける。さらに、実際の様々なデータに対して記述統計学を実践
する上での適用力や対応力を養う。

到達目標・確認指標
代数学の美しさを感じる/大切さを理解する ・ 数と図形間の対応を与えることができる/いくつかの数値計算ができ
る。

キーワード 順列と置換、同値関係、対称群、整数の分割、 他。

(担当講師：川崎 謙一郎)

講習内容

学士課程で学ぶ代数学の内容または線形代数学の内容を中心に講義をする。例えば、内容については以下に列挙
した内容のうちいくつかを予定している。時間的な制約もあるが、初等代数学の基本事項から始めたいと考えている。
中等数学教育にも配慮して講義をしたい。時間が許せば、先端数学の内容についてもふれたい。
 ・整数の分割 ・ヤング図形 ・固有値/固有ベクトル ・他、学士課程で学ぶ代数学の内容。

キーワード データのタイプ、尺度の分類、平均、メディアン、モード、分散、箱ひげ図。

(担当講師：高木　祥司)

講習内容
記述統計学における基本的概念とその適用法について解説する。まず、データのタイプや尺度の分類に関する話題
を、次に、データの特徴を表す量（平均や分散）に関する話題を取り扱う。 後に、箱ひげ図について詳しく解説する。

講習形態 講義形式

記述統計学の実践に向けての基本的概念 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

代数学の内容のいくつかの話題 １．５Ｈ

到達目標・確認指標これからの数学教育に求められることや数学的活動の意義について理解し、指導改善について考えることができる。

キーワード これからの数学教育、数学的活動、数学で育てたい力

(担当講師：近藤　裕)

学習指導要領における数学科のポイントについて、特に、数学的活動に焦点を当てて概説する。学士課程で学ぶ線形代数や代数学関連
の題材の中から、数学の大切さを実感できるような教材を用いて、代数学の内容に理解を深める。また、平面図形の重心を考察・定義す
ることによって、積分学の有用性を学ぶ。さらに、記述統計学の基本的概念を学習することで、統計的な見方や考え方を養う。

講習内容
学習指導要領の趣旨にそって、およそ次の内容を取り扱う。これからの数学教育の目的（何のための数学教育か、育
成が求められている数学の力とは）、数学的活動（なぜ活動を通して学ぶのか、何を目指した活動なのか）、生徒が見
いだし説明する過程を重視した数学の授業、など。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

平面図形の重心 １．５Ｈ

髙橋　亮 (奈良教育大学・准教授)
近藤　裕（奈良教育大学・教授）

川崎　謙一郎（奈良教育大学・教授）
高木　祥司（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義６Ｈ中高数学教諭新しい数学の学びを体験しよう

講師名(所属・職名等)

50人平成30年8月23日（木）

定員日程

成績評価の方法・基準等
筆記試験（小テーマ①②③④）をもとに成績評価する(２５点＋２５点＋２５点＋２５点＝１００点満点)。総合点で６
０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 小テーマ①②③④：講習の 後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：髙橋　亮)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

声楽テクニック（音量・音域・音色・発音・表現）、楽譜、音楽性、個性

ピアノ演奏、ピアノ伴奏、実技指導

成績評価の方法・基準等
各テーマで実施した試験をもとに成績評価する(２５点＋２５点＋２５点＋２５点＝１００点満点)。総合点で６０点
以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
【小テーマ①】講習の 後にレポートを作成する。【小テーマ②】講習 後の２０分間で作品を創作する。【小テー
マ③、④】演奏表現法やテクニックについて、自身・他者のレッスンから得られた新たな知識や考えについてレ
ポートにまとめる。

(担当講師：劉　麟玉)

会場

講義・演習６Ｈ中高音楽教諭音楽教育

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月21日（火）

定員日程

中高音楽科における教育内容の充実をはかることを目的とし、４つの小テーマを扱った講義・演習を開講する。音楽教育の分野では、新
学習指導要領における改訂ポイントを理解し、主体的・恊働的な学習への取り組みについて考える。作曲・編曲の分野では、郷土の音素
材を用いた教材開発として、わらべうたを用いた編曲法、創作法を学ぶ。声楽実技、及びピアノ実技では、テクニックや表現法に関する見
直しや、指導法について演習する。

講習内容
郷土の音素材をテーマに創作された楽曲、教材について実践を交えながらその編曲法、創作法を学ぶ。また、これら
を踏まえ、講習の 後に実際に郷土の音素材を用いた教材を創作する。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

新学習指導要領における音楽科の指導 １．０Ｈ

劉　麟玉（奈良教育大学・准教授）
北條　美香代（奈良教育大学・准教授）

前田　則子（奈良教育大学・教授）
水野　亜歴（奈良教育大学・専任講師）

講習形態 講義形式

講習形態 演習形式

ピアノ実技ワンポイントレッスン １．５Ｈ

到達目標・確認指標
郷土の音素材をテーマにした楽曲の編曲、創作法について理解する。実演して得た知識を生かして自分なりの作品
を創作することを目標とする。

キーワード わらべうた、創作法、編曲法

担当講師：北條　美香代)

キーワード

(担当講師：水野　亜歴)

講習内容
自由曲１曲をピアノ伴奏で演奏（公開レッスン形式）してもらい、楽器としての声の調整を中心にワンポイントアドバイ
スを行います。また受講者の今までの経験を元に声楽を一緒に考えます。実技指導の方法について時間があればフ
リートークの時間をもうけます。

講習形態 演習形式

声楽実技ワンポイントレッスン １．５Ｈ

到達目標・確認指標自分の声楽テクニックを確認し、音量・音域の拡張、音色の吟味、発音の整理等に努める。

到達目標・確認指標演奏時の身体の使い方や聴取の注意力によって、ピアノの音色や表現が変化することを認識できる。

キーワード

(担当講師：前田　則子)

講習内容
公開レッスン形式で、講師が演奏についての１ポイントアドバイスを行います。受講者からレッスン受講希望曲を予め
募集し、１人５分程度で演奏してもらいます。作品の持ち味を生かした魅力的な演奏ができるよう、音色やテクニック
について個人的にアプローチします。

備考

【小テーマ②】アルトリコーダーを持参のこと。【小テーマ③、④】:受講者にレッスンで演奏いただきますので、各
自の演奏曲の楽譜コピー(講師用１部と伴奏ピアニスト用１部）を事務局へ郵送して下さい。※楽譜の郵送時期
や郵送先については、申込後、大学から各受講者に連絡いたします。なお、教室（第１アンサンブル室）用に室
内履きを用意して下さい。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

平成29年3月に新しい学習指導要領が告示された。本講義では今回の改訂ポイントについて紹介し、目標として加え
られた「主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習」に取り組むことや、表現領域の内容として加えられた「創意工夫」と
いう表現力について、創作活動を通して考える。

新学習指導要領で新たに取り上げられている内容と中学校音楽科の創作活動との関わりを理解することができる。

音楽創作活動、主体的・協働的な学習

郷土の音素材を用いた教材開発 わらべうた教材編曲法、創作法と実践 ２．０Ｈ
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】 ３．０Ｈ

講義形式・演習形式

到達目標・確認指標素描に関わる様々な造形要素とその役割について確認し、美術教育への展開について考察することを目的とします。

キーワード 絵画、素描、人物、線、明暗、比率、動勢、構図

(担当講師：狩野　宏明)

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

新学習指導要領の主眼、教科横断的な発想に基づく授業構成、鑑賞教育の動向など美術科学習の今日的課題を確
認する。これらの課題をふまえ、鑑賞活動の指導プラン作成のための演習を行う。

生徒が「深い学び」を味わうために鑑賞活動を効果的に取り入れた美術科学習を組み立てることを目的とする。

「深い学び」，新学習指導要領，教科横断的な学習，鑑賞

絵画における素描の意義

＜１・２時間目　美術科学習における「深い学び」＞　新学習指導要領の主眼、教科横断的な発想に基づく授業構成などをふまえ、美術教
育における「深い学び」のあり方について探る。とりわけ鑑賞活動に焦点を当て，その指導について考察する。
＜３・４時間目　絵画における素描の意義＞人物デッサン（裸婦）に取り組み、人体の構造を観察し描くことで、素描に関わる様々な造形要
素を確認し、美術教育への展開について考察する。

講習内容 人物デッサン（裸婦）の演習を中心に、観察して描くことを出発点として、絵画における素描の意義を考察します。

講習形態 講義形式・演習形式 

奈良教育大学

美術科学習における「深い学び」 ３．０Ｈ

宇田　秀士（奈良教育大学・教授）
狩野　宏明（奈良教育大学・准教授）

講習形態

講義・演習６Ｈ中高美術教諭
美術科学習における「深い学び」

/絵画における素描の意義

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月22日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等
小テーマ①　筆記試験で成績評価を行う（50点満点）。
小テーマ②　演習と筆記試験で成績評価を行う（５０点満点）。①②をあわせた総合点６０点以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ①　講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う（講義及び演習１６０分、試験２０分）。
小テーマ②　講習の 後に２０分程度の筆記試験を行う。（講義及び演習１６０分、試験２０分）

(担当講師：宇田　秀士)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講座内容についての問い合わせ先…koushin@nara-edu.ac.jp（奈良教育大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

備考
筆記用具。下敷き・硯以外の用具、筆(半紙用)・半紙・固型墨・文鎮。その他、実技に必要と思われるものは各自
で持参のこと。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

王羲之の「蘭亭序」の内容を段落毎に理解し、その書の成立の意義と後に与えた影響を今一度考える。

王羲之が後に何度か書き直したが及ばなかったといわれる美しさを見極め、鑑賞力・指導力の強化を図る。

行書・王羲之・蘭亭序

「祭姪文稿」を読む １．５Ｈ

呉昌碩の「西 印社記」を臨書することで、篆書の筆法を再確認し、鑑賞力・指導力の強化を図る。

到達目標・確認指標呉譲之の臨書した「曹全碑」を臨書することで、隷書の筆法を再確認し、鑑賞力・指導力の強化を図る。

キーワード ・隷書　・呉譲之　・曹全碑

(担当講師：豊田　宗児)

講習内容
呉譲之の臨書した「曹全碑」の臨書を通して、隷書の筆法を再確認する。また、中国近現代の作家の作品を鑑賞す
る。

キーワード ・篆書　・呉昌碩　・西 印社記

(担当講師：豊田　宗児)

講習内容 呉昌碩の「西 印社記」の臨書を通して、篆書の筆法を再確認する。また、中国近現代の作家の作品を鑑賞する。

講習形態 実技形式

篆書の技法の再確認 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 実技形式

隷書の技法の再確認 １．５Ｈ

到達目標・確認指標顔真卿が極限状態で書いた草稿ならではの卒意の美を味わい、鑑賞力・指導力の強化を図る。

キーワード 行書・顔真卿・祭姪文稿

　(担当講師：谷川　雅夫)

前半２コマで高等学校書道Ⅰ・Ⅱで登場する基本的な法帖を取り上げ、その古典法帖の成立にまつわる話や、その内容を知り、後半２コ
マでは呉譲之が臨書した「曹全碑」と呉昌碩の「西 印社記」を臨書し、篆隷書法の技法を再確認する。実技講義の後半に、実技考査を
行い、評価する。

講習内容 顔真卿の「祭姪文稿」を、その推敲過程を含めて読解し、改めてその書美の原理を様々な角度から分析する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

「蘭亭序」を読む １．５Ｈ

豊田　宗児（奈良教育大学・教授）
谷川　雅夫（奈良教育大学・教授）

講習形態

講義・実技６Ｈ高等学校書道教諭芸術科・書道

講師名(所属・職名等)

20人平成30年8月23日（木）

定員日程

成績評価の方法・基準等
提出された試験課題をもとに成績評価をする。小テーマ①～④を各２５点満点(全１００点満点)で採点し、６０点
以上を合格とする。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 ①②は記述テスト。③は半紙６文字、④は半紙４文字書きの作品提出とする。

(担当講師：谷川　雅夫)

会場
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◇　教員免許更新講習シラバス（選択領域分）

講習内容についての問い合わせ先…kyoumu@sta.tenri-u.ac.jp（天理大学）

【講習の概要】

【小テーマ①】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

１．５ H （担当講師：松山 尚道）

講師名(所属・職名等)定員日程

会場

講習内容

平成30年8月21日(火) 30人

蓬田　高正（天理大学・講師）
松山　尚道（天理大学・准教授）　
清水　悟（天理大学・教授）

マット運動、技の構造理解、安全面への配慮

学校体育において、「器械運動」の授業を行う上での問題性や注意すべき事柄について検討する。特に「マット運動」を
取り上げ、実技を体験しながらその特性や指導方法について検討する。

器械運動の授業において指導上注意すべき点や工夫の方法について理解する。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

講習形態

講義・演習（実技）６Ｈ中高保健体育教諭保健体育科における教科指導

講習形態

キーワード

グループで協力して課題を解決していく過程で、仲間とのコミュニケーションを活発にすることにより信頼感や協力性を
育むことを目的とした学級づくり・チームづくりにも役立つ体験活動プログラムについて学びます。

到達目標・確認指標

中学校および高等学校の保健体育科教員を対象に、保健体育科における教科指導の充実を図ることを目的とし、３つの小テーマを扱った演
習（実技）と講義を開講する。演習（実技）では「信頼感や協力性を育むことを目的とした学級づくり・チームづくりにも役立つ体験活動プログラ
ム（講義を含む）」と「マット運動の特性や指導方法」について、講義では「生活習慣病予防」について解説する。
３名の講師が行う講習内容は下記の通りである。

生活習慣と健康

器械運動の指導法

（担当講師：清水　悟）

グループでの体験活動プログラムを指導する際の必要な知識・技能を理解している。

体験活動、グループ活動、学級づくり・チーム作り

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

演習（実技）形式

講習内容

１．５ H

講習形態

生活習慣の改善が健康維持や健康増進と深く結びついていることに対する理解を深め、壮年期以降の生活習慣病予
防には青少年期の正しい生活習慣形成が重要であることを学ぶ。また、生活習慣の改善に必要な動機づけについて学
ぶ。

講義形式

天理大学 体育学部キャンパス

保健体育で活かせる体験活動 ３．０ H

演習（実技）・講義形式

（担当講師：蓬田 高正）

成績評価の方法・基準等
３つの試験をもとに成績評価する(小テーマ①５０点＋小テーマ②③各２５点＝１００点満点)。総合点で６０点以上
を合格とする。

備考
小テーマ①：実技ができる服装を準備してください。
小テーマ②：実技をする上で相応しいを服装（装飾品を外す、長髪はまとめる等も含む）で参加してください。

到達目標・確認指標

キーワード

生活習慣改善が健康づくりの重要な要因になることや生活習慣改善の動機づけについて理解する。

試験方法
小テーマ①：演習（実技）と講義の 後に１５分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：演習（実技）の 後に１５分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③：講義の 後に２０分程度の筆記試験を行う。

生活習慣、行動変容、健康増進
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