
 
 

 
 
 

平成３１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ています。有効期間・修了確認期限の更新のためには、当 

該期間・期限の終了までに、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、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３１年度の対象となるのは、受講資格（ｐ１）を満たし、次のa・bに該当する方です。 

 
a）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

了の日が平成３２年３月３１日または平成３３年３月３１日までの方 
※更新を受講できる期間は有効期間の満了日の２年２ヶ月前から２ヶ月前までの２年間です 
 

b）教諭・養護教諭の旧免許状（平成２１年３月３１日以前に初めて授与された免許状）所持者で、以下の修了確認

期限に該当する方  
修了確認期限 参考：生年月日 免許状更新講習受講期間 

平成32年3月31日 
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 ～  

平成33年3月31日 
※更新講習２巡目の方 

昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日 平成31年2月1日 
～ 

平成33年1月31日 
昭和40年4月2日 ～ 昭和41年4月1日 
昭和50年4月2日 ～ 昭和51年4月1日 

 
 
 
 

 

 

 

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 

平成２１年４月１日以降に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方，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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１．更新講習の概要 
（１）募集定員 

  ・必修領域    １２４０人（３１０人×４日間） 

・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   ７月６日（土）、７日（日）、８月３日（土）、４日（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、教員免許状更新講習受付システムに掲載する実施要項にてお知らせします。 

   実施要項は各講習の約２週間前までには掲載します。 

 

（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。１２ページからのシラバス

を確認してください。） 

 

２．受講資格・受講対象者 

（１）受講資格 
 普通免許状又は特別免許状を有する者のうち、以下の①～⑪に該当する方が更新講習を受講する必要があります。 

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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（２）平成３１年度更新講習受講対象者 
上述の①～⑪に該当する方の中で、平成３１年度の対象となるのは、次のa・bに該当する方です。 
a）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

了の日が平成３２年３月３１日または平成３３年３月３１日までの方 
※更新を受講できる期間は有効期間の満了日の２年２ヶ月前から２ヶ月前までの２年間です 

b）教諭・養護教諭の旧免許状（平成２１年３月３１日以前に初めて授与された免許状）所持者で、以下の修了確認

期限に該当する方  
修了確認期限 参考：生年月日 免許状更新講習受講期間 

平成32年3月31日 
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 ～  

平成33年3月31日 
※更新講習２巡目の方 

昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日 平成31年2月1日 
～ 

平成33年1月31日 
昭和40年4月2日 ～ 昭和41年4月1日 
昭和50年4月2日 ～ 昭和51年4月1日 

 ※平成２１年４月１日以降に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方，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。 

 

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．申込手続きの流れ  

Ｗｅｂのみの受付で先着順となります。電話やFAX、郵送での受付は行っていません。 

奈良教育大学（以下、本学）ホームページ上の『教員免許状更新講習受付システム』（以下、受付システム）より申

し込んでください。受付システムの詳しい操作手順については、ホームページに掲載されている「受付システム利用

の手引き」を参照してください。 

 

（１）受付システム利用申請・個人情報登録 

① 本学ホームページの「受付システム」へアクセスし、「初めてご利用される方へ」より利用申請（メールアドレ

スの登録）をしてください。 

② 登録したメールアドレス宛に届く「メールアドレス登録完了メール」に記載されているURLより、個人情報の

登録をしてください。 

③ 利用申請登録完了後に受講者ID・パスワード（ご自身で登録したもの）が登録したメールアドレスに届いてい

ることを確認してください。 

  

（２）受講申込・事前アンケートの回答 

④ 募集が開始されたら、「受付システム」に③のID、パスワードを入力し、ログインしてください。 

⑤ 「受付システム利用の手引き」にそって、希望する講習を選択し、申込してください。 

⑥ ⑤終了後、予約の完了確認メールが登録したメールアドレスに届いていることを確認してください。 
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  ⑦ 「受付システム利用の手引き」にそって、登録した講習の事前アンケートに回答してください。 

   （※事前アンケートに回答後は、ご自身で講習のキャンセルができません。） 

   （※事前アンケートに回答しないと、受講申込書の印刷ができません。）  

 

（３）申請書類の提出 

  ⑧ 「受付システム」より、「受講申込書・証明者記入様式」を出力し、各講習１枚ずつ両面印刷してください。 

   受講申込書に②および⑤で登録した内容が正確に記載されているかを確認し、「申込印」欄に押印してください。 

  ⑨ 証明写真（縦36～40ｍｍ×横24～30ｍｍ）を、「申込講習数＋受講票１枚」分用意してください。 

   ※受講票への写真は以下⑭で使用しますので、保管しておいてください。 

  ⑩ 「証明者記入様式」に、勤務先の所属長等より受講資格の証明を受けてください。 

  ⑪ 受講料を銀行振込し、振込明細書（ＡＴＭ等の明細書）の写しを「受講申込書」の余白に糊付けしてください。 

    振込口座番号は、「受付システム」の「受講者ＴＯＰ」画面に掲載します。 

  ⑫ ⑧～⑪の書類を、平成３１年５月３１日（金）必着で、下記あて先まで送付（郵送のみ）してください。 

  

   【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。 

 

   ※期日を過ぎても書類が届かない場合は、受講を取り消すことがあります。 

 

（４）受講票の印刷 

  ⑬ 本学で申請書類および入金の確認が完了すると、「受付システム」の「受講講習確認一覧（受講予定講習一覧）」 

   の申請状況が「入金済」と表示されます。「入金済」と表示された講習をすべてチェックして、受講票を出力し、

印刷してください。 

  ⑭ 受講票に⑨で用意した証明写真を貼ってください。※受講票は当該年度すべての講習に持参してください。 

 

（５）講習受講 

⑮ 講習の約２週間前に、「受付システム」の「受講者ＴＯＰ」画面に実施要項を掲載します。講習当日のスケジュ

ールや持参物等が記載されていますので確認のうえ、受講してください。 

 

５．利用申請期間・募集（受講申込）期間  

（１）受付システム利用申請・個人情報登録期間 

  平成３１年４月１５日（月）９時から ５月７日（火）９時まで（期間中は２４時間登録可能） 

  ※以下（３）の募集（受講申込）期間中にも、受付システムの利用申請・個人情報登録を行うことはできますが、

迅速な受講申込のためには、事前に利用申請し、個人情報を登録（ID取得・パスワード設定）することをお勧めし

ます。 

 

（２）優先募集（先行受付）について 

  ○教員免許状更新講習の受講対象者としての条件を満たしており、以下の１～３に該当する者を対象に、優先募集

（先行受付）期間を設けます。 

１．奈良県内学校・園等に勤務している者 

２．奈良県内学校・園への教員採用内定者 

３．現在教員の職についていない者のうち、以下に該当する者 

① 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 

② 過去に奈良県内学校・園等に勤務した経験のある者   

 

○その他の方は、募集（一般受付）期間で申し込みください。 

 

（３）募集期間（全期間の講習を受付します。期間中は２４時間申込可能です。） 

優先募集（先行受付）期間→平成３１年５月１０日（金）１６時から５月１３日（月）１６時まで 

  募  集（一般受付）期  間→平成３１年５月１４日（火）１６時から５月１６日（木）１６時まで 
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６．申し込みの諸注意 

（１）受講登録について 

  ①受講できる講習は１日１講習です。ただし、反転研修（8月23日実施分）の２講習については、午前１講習・午

後１講習で受講することが可能です。 

   例）○「反転研修 教師の成長とキャリア発達」（8月23 日午前実施分）と「反転研修 アクティブ・ラーニン

グで情報教育を考える」（8月23日午後実施分）の２講習受講申し込み 

×「学習活動に生かす心理学」（8月14日実施分）と「奈良の森と水と動物」（8月14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14日実施分）と「学習活動に生かす心理学」（10月 6日実施分）の２

講習の申し込み 

   ○「特別支援教育の当面する課題１」（10 月 20 日実施分）と「特別支援教育の当面する課題２」（10 月 19

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キャンセル待ち登録をした講習については、上記③の講習数としてカウントされます。 

   例）○ 選択領域６時間単位の講習１講習のキャンセル待ち＋選択領域６時間単位の講習を２講習申し込み 

     × 選択領域６時間単位の講習１講習のキャンセル待ち＋選択領域６時間単位の講習を３講習申し込み 

 

  ⑤キャンセル待ち登録は、募集期間中に定員に空きが出た場合、キャンセル待ち登録順に順次繰り上げされます。

募集期間終了後は繰り上げされませんので、ご注意ください。 

   

⑥養護教諭の新免許状をお持ちの方は、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以外に申し込みをした場合、当該免許状の更新には使用できません。 

 

⑦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。 

 

  ⑧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、個人情報登録時に備考欄に入力し

てください。 

   

（２）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、大学から連絡いたします。 

 

（３）申請状況（受講可否）の確認について 

  申請書類等の提出後、本学から受講許可書等の送付はございませんが、「受付システム」の「受講講習確認一覧（受

講予定講習一覧）」で、申請状況を確認することができます。書類の不足等の連絡も「受講講習確認一覧（受講予定講

習一覧）」へ掲載しますので、必ず確認し、記載されている指示に従ってください。 

  入金確認が完了すると、「受講講習確認一覧（受講予定講習一覧）」の申請状況は「入金済」と表示されます。「入金

済」と表示された講習は「受講票」を出力することが可能になり、この時点で受講可能となります。 

  なお、申請書類および入金確認等の事務処理には２週間程度かかりますので、予めご了承ください。 
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（４）受講料の返還について 

  講習料を納付した者が、以下のいずれかに該当する場合、納付した者の申し出により、一請求に付き１，０００円

の事務手数料を控除した額を返還します。 

 ①受講申込者が受講無資格者であった場合 

 ②受講申込者が期日までに必要書類を提出しなかった場合 

 ③受講申込みをしていない者が講習料を納付した場合、又は重複して講習料を納付した場合 

 ④受講申込者が受講する講習の前日16時までに、忌引、病気、その他やむを得ない事由により辞退を申し出た場合 

上記に該当する場合は、奈良教育大学企画連携課 地域連携担当（koushin@nara-edu.ac.jp）までご連絡ください。 

別途、必要書類等をご案内します。なお、開設者側の事情により講習を中止した場合、当該講習に係る講習料の全額

を返還します。 

 

７．その他 

（１）車等による来学について 

 車等による来学の可否については、それぞれの講習会場で異なります。 

 

【奈良教育大学が会場の講習の場合】 

原則的にバイク及び車での入構はできませんので、鉄道・バス等の公共交通機関をご利用ください。ただし、身体

的な理由により車での移動が必要な方のみ、講習前日の１６時までに申請することで車両入構が認められることがあ

ります。（申請先：奈良教育大学企画連携課 地域連携担当 koushin@nara-edu.ac.jp ） 

その他の理由により、やむを得ず車で来られる方は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 

 【協力大学等が会場の講習の場合】 

奈良佐保短期大学 学内の駐車場が利用できます。 

奈良学園大学 学内への乗り入れは可能です。講習開催当日の案内に従って駐車してください。 

奈良保育学院 駐車スペースが少ないため車はご遠慮いただき、公共の交通機関をご利用ください。 

奈良大学 
本学新棟建設工事に伴い、駐車スペースがございません。当日は公共交通機関をご利用くださ

い。 

国立曽爾青少年自

然の家 

・自家用車でお越しの方は、国立曽爾青少年自然の家の第２駐車場をご利用下さい。事前に駐

車許可証を送付します。 

・公共の交通機関でお越しの方は、近鉄榛原駅北口８：３０発（往路）、自然の家１６：００発

（復路）の国立曽爾青少年自然の家の送迎バスをご利用いただけます。 

奈良県立野外活動

センター 

・自家用車でお越しの方は、奈良県立野外活動センター第１駐車場をご利用ください。 

・公共交通機関をご利用の場合は、近鉄榛原駅北口７：４４発の名阪国道針インター行きのバ

スに乗車してください。吐山バス停下車、西方に徒歩１０分（８００ｍ）です。(乗車時間：約

２０分・バス料金：片道大人４１０円) 

天理大学 

【杣之内キャンパス】杣之内キャンパス研究棟東側駐車場をご利用ください。 

【体育学部キャンパス】体育学部キャンパス内には駐車場はありませんが、正面入口に面した

道路を入口より西へ約500メートル直進して左手にある天理大学駐車場をご利用いただけます。

畿央大学 車での来学はご遠慮願います（入構できません）。公共の交通機関をご利用下さい。 
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（２）暴風警報発令時等の措置について 

 暴風警報発令時等の措置は、それぞれの講習会場で異なります。実施要項に記載していますので、ご確認ください。 

 

（３）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。 

 

（４）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、  

 ７月開設の講習については８月３０日（金）までに、８月開設の講習については１０月１日（火）までに、１０月開

設の講習については１２月２７日（金）までに送付します。 

 

（５）成績開示について 

  修了認定試験不合格者から願い出のあった場合に限り開示します。 

 

（６）再試験について 

 修了認定試験不合格者に対しては、本人からの願い出のあった場合に限り再試験を行います。再々試験はありませ 

ん。 

 

８．問い合わせ先 

  本件に関する問い合わせは、極力メールで行っていただきますようお願いいたします。 

 

  問い合わせ対応時間：平日（８時３０分～１２時 及び １３時～１７時１５分） 

  問い合わせ先：奈良教育大学企画連携課 地域連携担当（E-mail:koushin@nara-edu.ac.jp Tel:0742-27-9108）   

 

6



９．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 

R001 
教育の最新事情 

（6 時間） 
7 月 6 日(土) 奈良教育大学 310  12  

R002 
教育の最新事情 

（6 時間） 
7 月 7 日(日) 奈良教育大学 310  13 

R003 
教育の最新事情 

（6 時間） 
8 月 3 日(土) 奈良教育大学 310  14  

R004 
教育の最新事情 

（6 時間） 
8 月 4 日(日) 奈良教育大学 310  15 

 

選択必修領域 （受講者が所有する免許状の種類や勤務する学校の種類等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 

M001 
キャリア教育とキャリアガイダンス 

（6 時間） 
8 月 14 日(水) 奈良教育大学 75  16 

M002 〃 10 月 6 日(日) 奈良教育大学 75  17 

M003 
カウンセリングマインドの実践 

（6 時間） 
8 月 16 日(金) 奈良教育大学 75  18  

M004 〃 10 月 20 日(日) 奈良教育大学 75  19  

幼稚園教諭 

M005 
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 7 日(日) 奈良教育大学 75  20  

M006 〃 8 月 3 日(土) 奈良教育大学 150  21  

小学校教諭 

M007 
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 7 日(日) 奈良教育大学 75  22  

M008 〃 8 月 3 日(土) 奈良教育大学 75  23  

中学校教諭 

M018 
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） 
7 月 6 日(土) 奈良教育大学 75  24  

M010 〃 8 月 4 日(日) 奈良教育大学 75  25  

7



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 

高等学校教諭 

教諭 

養護

教諭 

栄養

教諭 

M011 
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） 
7 月 6 日(土) 奈良教育大学 75  26 

M012 〃 8 月 4 日(日) 奈良教育大学 75  27  

特別支援学校教

諭 

M013 
特別支援教育 

（6 時間） 
7 月 6 日(土) 奈良教育大学 75  28  

M014 〃 8 月 22 日(木) 奈良教育大学 75  29  

小学校・中学校教

諭 
M015 

これからの道徳教育と道徳科の時間 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 畿央大学 80  30  

小学校・中学校・

高等学校・特別支

援学校教諭 

M016 
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(金) 奈良教育大学 55  31  

M017 〃 10 月 6 日(日) 奈良教育大学 55  32  

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 

S001 

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） 

8 月 15 日(木) 奈良教育大学 80  33  

S002 
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 16 日(金) 奈良教育大学 50  34  

S003 〃 10 月 6 日(日) 奈良教育大学 50  35  

S004 
3D プリンタで教材開発 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 30  36  

S005 

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） 

10 月 19 日(土) 奈良教育大学 80  37  

全教諭・養護教諭 

 

教諭 

養護 

教諭 

S006 
学校適応に生かす心理学 

（6 時間） 
8 月 14 日(水) 奈良教育大学 80  38  

S007 〃 10 月 6 日(日) 奈良教育大学 80  39  

S008 
ICT(テレビ会議)の活用 

（教員の ICT 活用指導力の向上）（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 55  40  

全教諭 教諭 

S009 
地域の伝統文化と文化財を活かす教育 

（6 時間） 
8 月 15 日(木) 奈良教育大学 40  41  

S010 〃 10 月 19 日(土) 奈良教育大学 40  42  
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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 

全教諭 教諭 

S011 
奈良の森と水と動物 

（6 時間） 
8 月 14 日(水) 奈良教育大学 80  43  

S012 〃 10 月 20 日(日) 奈良教育大学 80  44  

S013 
世界遺産とユネスコの教育 

（6 時間） 
8 月 16 日(金) 奈良教育大学 80  45  

S014 〃 10 月 20 日(日) 奈良教育大学 80  46  

S015 
地域コミュニティの変容と学校の地域的価値

（6 時間） 
8 月 6 日(火) 奈良大学 30 47  

特別支援教育関

連教諭・養護教諭 

教諭 

養護

教諭 

S016 
特別支援教育の当面する課題 2 

（6 時間） 
10 月 19 日(土) 奈良教育大学 80  48 

S017 
特別支援教育の当面する課題 1 

（6 時間） 
10 月 20 日(日) 奈良教育大学 80  49  

幼稚園教諭 教諭 

S018 
保育内容の充実（表現活動を通じて） 

（6 時間） 
8 月 5 日(月) 奈良保育学院 25  50  

S019 〃 8 月 6 日(火) 奈良保育学院 25  51  

S020 学びの芽生えを育む保育（6 時間） 8 月 6 日(火) 
奈良佐保短期

大学 
30 52  

S021 こどもの音楽表現を支える技術（6 時間） 8 月 7 日(水) 
奈良佐保短期

大学 
20  53 

S022 〃 8 月 8 日(木) 
奈良佐保短期

大学 
20  54  

S023 

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(金) 奈良学園大学 40  55  

S024 
歌って学ぶ表現指導法 

―唱歌・童謡・こどものうた―（6 時間） 
8 月 14 日(水) 奈良教育大学 40 56  

S025 
幼児教育における「遊び」再考 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 40  57 

S026 

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 22 日(木) 畿央大学 50  58  

幼稚園・ 

小学校教諭 
教諭 

S027 
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(火)

7 月 31 日(水)

奈良県立野外

活動センター 
30  59  

S028 
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 7 日(水) 奈良学園大学 40  60  
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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 

幼稚園・小学校・ 

中学校教諭・ 

養護教諭 

教諭 

養 護

教諭 

S029 
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 22 日(月)

7 月 23 日(火)

国立曽爾青少

年自然の家 
40  61  

小学校教諭 教諭 

S030 
初等教科（国語・英語） 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 80  62  

S031 
漢字と語彙とその指導 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 40  63  

S032 
初等教科（社会・生活） 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 80  64  

S033 
小学校体育科の授業づくり 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 40  65  

S034 
小学校プログラミング教育 

（教員の ICT 活用指導力の向上）（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 55  66  

S035 
初等教科（算数・理科） 

（6 時間） 
8 月 23 日(金) 奈良教育大学 80  67 

S036 
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 22 日(木) 畿央大学 50  68  

小学校・中学校・

高等学校教諭 
教諭 

S037 

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 14 日(水) 奈良教育大学 20  69  

S038 
ディベートを学び楽しもう 

（6 時間） 
8 月 23 日(金) 奈良教育大学 20  70  

S039 
反転研修 教師の成長とキャリア発達 

（6 時間） 

8 月 23 日(金)

午前 
奈良教育大学 40  71  

S040 
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 23 日(金)

午後 
奈良教育大学 40  72  

中学校・高等学校

教諭 
教諭 S041 

学校教育の諸課題とカウンセリング 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 天理大学 40  73 

小学校・中高国語 

高等学校書道教

諭 

教諭 S042 
文字を手書きすることの意義と価値（書写） 

（6 時間） 
8 月 6 日(火) 奈良学園大学 30  74  

中高国語教諭 教諭 

S043 
国語に親しませる授業をめざして 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 60  75  

S044 
古文を面白くさせる「読み」   

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 天理大学 40  76  

中高英語教諭 教諭 S045 

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 21 日(水) 天理大学 40  77  
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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 

中高英語教諭 教諭 S046 
中高英語科教育の充実に向けて 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 50  78  

中学校社会・高等

学校公民教諭 
教諭 S047 

公民科教育研究 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 30  79  

中学校社会・高等

学校地理歴史教

諭 

教諭 

S048 

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 6 日(火) 奈良大学 30  80  

S049 
地理・歴史教育と地理学・歴史学研究 

（6 時間） 
8 月 23 日(金) 奈良教育大学 30  81  

中高理科教諭 教諭 S050 
現代の理科教育の動向と先端科学 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 50  82  

中学校技術・高等

学校工業教諭 
教諭 S051 

技術・工業教育における最近の話題 

（6 時間） 
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 20  83  

中高家庭科教諭 教諭 S052 
家庭科教育 

（6 時間） 
8 月 22 日(木) 奈良教育大学 20  84  

中高数学教諭 教諭 S053 
新しい数学の学びを体験しよう 

（6 時間） 
8 月 23 日(金) 奈良教育大学 50  85  

中高音楽教諭 教諭 S054 
音楽教育 

（6 時間）             
8 月 21 日(水) 奈良教育大学 20  86  

中高美術教諭 教諭 S055 

「主体的・対話的で深い学び」としての 

美術科授業とは 

／陶芸実技｢土の表情｣の発見と応用（6 時

間） 

8 月 22 日(木) 奈良教育大学 20  87  

高等学校書道教

諭 
教諭 S056 

芸術科・書道 

（6 時間） 
8 月 23 日(金) 奈良教育大学 20  88  

中高保健体育教

諭 
教諭 S057 

保健体育科における教科指導 

（6 時間） 
8 月 20 日(火) 天理大学 30  89  
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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）

試験方法
小テーマ①②をまとめて小テーマ②の最後に、小テーマ③④をまとめて小テーマ④の最後に20分程度の試験を
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・演習形式

講習内容

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 「指導」と「支援」は同じなのか異なるのか、一緒に考えてみましょう。

【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

発達障害等の理解や、これまでの特別支援教育の変遷に関することなどの基本的事項を紹介するとともに、新学習
指導要領を踏まえながら、特別でない特別支援教育の在り方について考える。とりわけ、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・相談支援の在り方についても触れる。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する最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最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、心理学等における最新の知見（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、心理学等の最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、政府によって示されたSociety 5.0（超スマート社会）のイメージと関わって、文部科学省から出された学校ver.3.0を取り
上げ、変わるメディアと生活環境の変化の中で、学校は何を期待されているのかに目を向ける。そして、子どもたちの生活はどう変
わるのかを取り上げる。そして新しい時代に必要となる資質･能力は、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、実際に自分たちが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。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。

本講習について
本講習は、受講生の増加に対し受講機会の確保を図る観点から、双方向遠隔授業システムを用いて実施します。
従って、一部の教室では４コマ中２コマがモニターを通した対話による講習を受ける形となります。

【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31年7月6日（土） 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

教育の最新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

R001
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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）

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の最新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年7月7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

本講習について
本講習は、受講生の増加に対し受講機会の確保を図る観点から、双方向遠隔授業システムを用いて実施します。
従って、一部の教室では４コマ中２コマがモニターを通した対話による講習を受ける形となります。

【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、政府によって示されたSociety 5.0（超スマート社会）のイメージと関わって、文部科学省から出された学校ver.3.0を取り
上げ、変わるメディアと生活環境の変化の中で、学校は何を期待されているのかに目を向ける。そして、子どもたちの生活はどう変
わるのかを取り上げる。そして新しい時代に必要となる資質･能力は、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、実際に自分たちが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。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

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、心理学等における最新の知見（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、心理学等の最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

発達障害等の理解や、これまでの特別支援教育の変遷に関することなどの基本的事項を紹介するとともに、新学習
指導要領を踏まえながら、特別でない特別支援教育の在り方について考える。とりわけ、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・相談支援の在り方についても触れる。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する最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最近の科学的な課題を理解し、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 「指導」と「支援」は同じなのか異なるのか、一緒に考えてみましょう。

【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・演習形式

講習内容

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 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）

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

R002
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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）

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の最新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月3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

本講習について
本講習は、受講生の増加に対し受講機会の確保を図る観点から、双方向遠隔授業システムを用いて実施します。
従って、一部の教室では４コマ中２コマがモニターを通した対話による講習を受ける形となります。

【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

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。

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

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。

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 「指導」と「支援」は同じなのか異なるのか、一緒に考えてみましょう。

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。

【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

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

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

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、心理学等における最新の知見（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、心理学等の最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

発達障害等の理解や、これまでの特別支援教育の変遷に関することなどの基本的事項を紹介するとともに、新学習
指導要領を踏まえながら、特別でない特別支援教育の在り方について考える。とりわけ、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・相談支援の在り方についても触れる。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する最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最近の科学的な課題を理解し、説明できるか。
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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）

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

教育の最新事情 全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月4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

本講習について
本講習は、受講生の増加に対し受講機会の確保を図る観点から、双方向遠隔授業システムを用いて実施します。
従って、一部の教室では４コマ中２コマがモニターを通した対話による講習を受ける形となります。

【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

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。

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

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。

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 「指導」と「支援」は同じなのか異なるのか、一緒に考えてみましょう。

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。

【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

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

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

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、心理学等における最新の知見（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、心理学等の最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

発達障害等の理解や、これまでの特別支援教育の変遷に関することなどの基本的事項を紹介するとともに、新学習
指導要領を踏まえながら、特別でない特別支援教育の在り方について考える。とりわけ、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・相談支援の在り方についても触れる。

到達目標・確認指標
子どもの発達に関する最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最近の科学的な課題を理解し、説明できるか。
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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】

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

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

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

講習形態                講義形式・演習形式

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。

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。

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)

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月14日（水） 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

M001
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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

キャリア教育とキャリアガイダンス 全教員 ６Ｈ 講義・演習

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年10月6日（日） 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

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。

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

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。

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

試験方法
小テーマ①：講習の最後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の最後に２０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：講習の最後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の最後に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
子どもの話をカウンセリングマインドをもって傾聴することは教育相談を行う上で必須であるが、必ずしも容易ではな
い。講習ではの具体的技法を学び、体験をとおして参加者それぞれのカウンセリングマインドの実践について再考す
る。また子どもだけでなく、保護者への対応についても詳しく解説する。

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技術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31年8月16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
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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】

試験方法
小テーマ①：講習の最後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講習の最後に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
子どもの話をカウンセリングマインドをもって傾聴することは教育相談を行う上で必須であるが、必ずしも容易ではな
い。講習ではの具体的技法を学び、体験をとおして参加者それぞれのカウンセリングマインドの実践について再考す
る。また子どもだけでなく、保護者への対応についても詳しく解説する。

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技術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31年10月20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
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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】

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31年7月7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、主体的・対話的で深い学び、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、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

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
の壁を乗り越えるからこそ、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、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 各講習の最後に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 危機管理、安全管理、事故要因分析、ケーススタディ
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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 危機管理、安全管理、事故要因分析、ケーススタディ

試験方法 各講習の最後に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

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
の壁を乗り越えるからこそ、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、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、主体的・対話的で深い学び、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、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31年8月3日（土） 150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
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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】

試験方法
小テーマ①②は各講習の最後に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の最後に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、ケース会議

キーワード 学校組織、学校・家庭・地域社会、組織的対応、ケース会議

【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、教員同士の連携、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 教育改革、目標の共有・達成、協働・連携

【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
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 学習指導要領、教育課程、教育評価

【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：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 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。それをふ
まえて、特に教育評価の政策・改革の動向に焦点化しつつ深く学習する。

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。

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：北川　剛司)
内容 ◯小学校学習指導要領改訂の動向等

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31年7月7日（日） 75人

会場

奈良教育大学

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
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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】

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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月3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

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：北川　剛司)
内容 ◯小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
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。それをふ
まえて、特に教育評価の政策・改革の動向に焦点化しつつ深く学習する。

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 ◯小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
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、教員同士の連携、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、ケース会議

【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
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、危機管理、安全確保、組織的対応、ケース会議

試験方法
小テーマ①②は各講習の最後に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の最後に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。
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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】

試験方法
小テーマ①②は各講習の最後に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の最後に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。

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・演習形式

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、東日本
大震災による大川小学校の例を挙げ、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。

キーワード キー・コンピテンシー、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、カリキュラム・マネジメント

【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

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

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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年7月6日（土） 75人

会場

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。

【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

講習内容
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、チームとしての学校の在り方等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、学校評価、同僚性、コミュニケーション

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、今回の改訂に向けた方向性を整理する。また、生徒の学習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。

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・演習形式
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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は各講習の最後に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の最後に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。

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

キーワード キー・コンピテンシー、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、カリキュラム・マネジメント

【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

キーワード チームとしての学校、学校評価、同僚性、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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月4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

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

講習形態 講義形式

講習内容
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、チームとしての学校の在り方等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。

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、今回の改訂に向けた方向性を整理する。また、生徒の学習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。

講習形態 講義形式・演習形式

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、東日本
大震災による大川小学校の例を挙げ、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。

講習形態 講義形式・演習形式

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。
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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
中央教育審議会答申「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」（H27.12.21)の内容やその背景につ
いて言及しながら、「チーム学校」として、今後、学校の諸課題にどのように取り組んでいくのかについて考察する。

キーワード チームとしての学校、学校運営、地域・校種間連携

試験方法
小テーマ①②は各講習の最後に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の最後に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、学校評価、同僚性、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 学習指導要領、授業改善、高大接続改革、学力の3要素

【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

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、チームとしての学校の在り方等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
高等学校学習指導要領改訂を含む、高大接続改革を中心に理解を深めるとともに、今後必要とされる高等学校教育
の在り方について考察する。

講習形態

講習内容

【小テーマ③】
項目

キーワード キー・コンピテンシー、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、カリキュラム・マネジメント

【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、今回の改訂に向けた方向性を整理する。また、生徒の学習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31年7月6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】

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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月4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

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

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、今回の改訂に向けた方向性を整理する。また、生徒の学習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。

キーワード キー・コンピテンシー、主体的、対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）、カリキュラム・マネジメント

【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
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、チームとしての学校の在り方等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。

講習内容
高等学校学習指導要領改訂を含む、高大接続改革を中心に理解を深めるとともに、今後必要とされる高等学校教育
の在り方について考察する。

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。

講習形態 講義形式

講習内容
中央教育審議会答申「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」（H27.12.21)の内容やその背景につ
いて言及しながら、「チーム学校」として、今後、学校の諸課題にどのように取り組んでいくの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。

講習形態 講義形式

キーワード チームとしての学校、学校評価、同僚性、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

キーワード 学習指導要領、授業改善、高大接続改革、学力の3要素

【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

キーワード チームとしての学校、学校運営、地域・校種間連携

試験方法
小テーマ①②は各講習の最後に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の最後に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。
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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】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

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

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。

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　　

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 講義形式

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。

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。

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）

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。

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。

講義形式

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

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

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。

会場

75人平成31年7月6日（土）

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)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 １．５H

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)
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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】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

講習形態 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。

１．５H （担当講師：木下　理恵）

講習形態 講義形式

１．５H （担当講師：木下　理恵）

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31年8月22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

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　　

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

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。

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

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。

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

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

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
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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…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】

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。

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

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

新学習指導要領が求める道徳教育及び道徳科とは

島　恒生（畿央大学・教授）会場

平成31年8月22日（木）

内容
新学習指導要領に基づき平成30・31年度から全面実施された「特別の教科　道徳」の授業づくりや教育活動全体での道徳教育
の進め方、校内推進体制づくりなどについて学びます。

到達目標・確認指標
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。

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

講習形態 講義形式・演習形式

１．５H

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。

キーワード 学習指導案、発達の段階、ねらい、指導過程、発問、評価

教育活動全体を通して進める道徳教育と校内推進体制 １．５Ｈ (担当講師：島　恒生)

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

キーワード

新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。

新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 １日の最後にまとめて筆記試験を行う。

講習内容
道徳科の実施に向けて課題とされた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、評価の進め方について学びます。

講習形態

講習内容
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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】

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。

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

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。

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、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

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

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)

キーワード

講義・演習形式

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭
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）

講師名(所属・職名等)定員日程

奈良教育大学

「教育の情報化」と情報教育 ３．０Ｈ

伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）
米田　浩（尼崎市教育委員会事務局学校教育部こども教育支援課・

こども自立支援員）
坪田　城達（川西市立緑台小学校・教頭）

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。

講習形態

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

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

(担当講師：伊藤・米田・坪田)

会場

55人平成31年8月16日（金）
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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】

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。

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、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

成績評価の方法・基準等

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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年10月6日（日） 55人
伊藤　剛和（奈良教育大学・教授）

米田　浩（尼崎市教育委員会事務局学校教育部こども教育支援課・
こども自立支援員）

坪田　城達（川西市立緑台小学校・教頭）

会場

奈良教育大学

「教育の情報化」と情報教育 ３．０Ｈ (担当講師：伊藤・米田・坪田)

講習形態 講義・演習形式

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。

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

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)

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

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。
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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：各講習の最後に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
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。

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

キーワード 精神疾患、心身症、発達障害

学校保健で取り上げられる感染症 １．５Ｈ (担当講師：髙木　祐介)

講習形態 演習形式・講義形式

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

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

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)

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 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。

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。

到達目標・確認指標食育の必要性を考えることができる。

キーワード 食育、アクティブラーニング

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）などについて最
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。

学校教育における食育 １．５Ｈ (担当講師：鈴木　洋子)

講習形態 演習形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月15日（木） 80人
鈴木　洋子（奈良教育大学・非常勤講師）

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）

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

児童生徒のフィジカルヘルスと
メンタルヘスルにおける諸問題

全教員 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】

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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月16日（金） 50人
河本　大地（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

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。

地図で防災（入門編） １．５Ｈ (担当講師：河本大地)

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
災害・防災という言葉を時系列で整理した後、無料で使えるインターネット上の地図サービス（地理院地図、今昔マッ
プ、ハザードマップポータルサイトなど）を紹介します。

到達目標・確認指標
自然災害の発生連鎖と防災対策との関係を大まかに説明できる。防災における地図の必要性を理解しており、防災
学習のさまざまな場面に活用できる地図がネット上に存在することを知っている。

キーワード 防災、減災、自然災害、地図、ハザードマップ、地域学習、地理、GIS（地理情報システム）、まちづくり、地域づくり

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。

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)

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。

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

試験方法 各講習の最後に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
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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】

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

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

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

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。

キーワード みんなで取り組む防災対策

(担当講師：北畑　雄一郎)

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
（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

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：高田  大介)

講習形態

50人平成31年10月6日（日）

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

                      講義形式

(担当講師：和田  穣隆）

日程

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

山田　拓（国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所・調査課長）
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）
北畑　雄一郎（奈良県総務部知事公室防災統括室・室長補佐）

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           各講習の最後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：山田  拓)

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)定員
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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】

キーワード

3Dプリンタの最新の動向，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．

（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

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

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

キーワード 3Dプリンタ，3Dモデリング，教材開発

(担当講師：古田，中村，青木)

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．最後に相互評価を行う．

演習形式講習形態

3D教材の作成と相互評価 ３．０Ｈ

講義形式

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

(担当講師：青木  智史）１．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

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．

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．

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

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

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）

中村 武弘（奈良教育大学・特任講師）

講習形態

講義・演習６Ｈ全教員３Ｄプリンタで教材開発

講師名(所属・職名等)

30人平成31年8月21日（水）

定員日程

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。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

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。

(担当講師：古田  壮宏)

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】

試験方法 各講習の最後に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

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

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。

到達目標・確認指標最新のガイドライン（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)

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

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

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最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

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年10月19日（土） 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

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
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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】

教室での規範意識や逸脱行動について考える。主として「授業中の私語」を題材として、「してはいけないこと」と考え
られている（はずの）行動が、「学級」という複数の子どもたちが集まる場面において、どのように生じていくのかという
問題について扱う。

規範意識と学級集団：授業中の私語に着目して

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，講習の最後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：出口 拓彦)

会場

講義６Ｈ全教諭・養護教諭学校適応に生かす心理学

講師名(所属・職名等)

80人平成31年8月14日（水）

定員日程

本講習は、児童・生徒の学校適応に関する指導の視点を紹介する。自尊感情や学習意欲を高める学習指導、学級集団における規範意
識や私語、及び協同学習と自己調整学習による授業づくり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や社会性と、学習活動との関連について扱う。そして、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も解説する。さらに、社会性を養う授業例を、具体的な教材を提示
しながら紹介する。

講習形態 講義形式（演習を含むことがある）

奈良教育大学

規範意識、学級集団、相互作用

教室内の対人関係と学習活動

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

「学びの集団」づくりのための協同学習の視点 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式（演習を含むことがある）

(担当講師：出口 拓彦)

キーワード 自尊感情、学習意欲、学習方略

(担当講師：豊田 弘司)

講習内容

講習形態

１．５Ｈ自尊感情と意欲を高める学習指導

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

学習環境を整備し、学習習慣を習得し、自分に適した学習方略を身につけ、学習の成果が実感できることによって、
自尊感情や意欲は高まる。この過程における指導のポイントを解説する。

個々の子どもたちが持つ規範意識だけでなく、学級という「集団」における子どもたち同士の相互作用にも着目しなが
ら、教室における逸脱行動の発生過程や抑制策について考えることができる。

到達目標・確認指標
自尊感情や学習意欲の指導に関する基礎的知識を習得する。講義内容をヒントに考案された指導の適切性を評価
する。

到達目標・確認指標
「協同学習」の基本に基づいて日々の実践について省察できるようになる。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

１．５Ｈ

(担当講師：中山 留美子)

講習内容
「協同学習」の考え方に基づいて、仲間との学びを学業的達成につなげる工夫や、学校適応を高める集団づくりの工
夫について理解することを目指す。

仲間との学び、協同学習

教室内の対人関係と学習活動との関連について説明できるようになる。また、「子どもたちの社会性」の育成に焦点を
当てた取り組みに関する知識を養う。

キーワード 対人関係、社会性、グループ学習
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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）

【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，講習の最後に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
学習環境を整備し、学習習慣を習得し、自分に適した学習方略を身につけ、学習の成果が実感できることによって、
自尊感情や意欲は高まる。この過程における指導のポイントを解説する。

到達目標・確認指標
自尊感情や学習意欲の指導に関する基礎的知識を習得する。講義内容をヒントに考案された指導の適切性を評価
する。

キーワード 自尊感情、学習意欲、学習方略

キーワード 仲間との学び、協同学習

自尊感情と意欲を高める学習指導 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
「協同学習」の考え方に基づいて、仲間との学びを学業的達成につなげる工夫や、学校適応を高める集団づくりの工
夫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」の基本に基づいて日々の実践について省察できるようになる。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
教室内の対人関係と学習活動との関連について説明できるようになる。また、「子どもたちの社会性」の育成に焦点を
当てた取り組みに関する知識を養う。

キーワード 対人関係、社会性、グループ学習

「学びの集団」づくりのための協同学習の視点 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や社会性と、学習活動との関連について扱う。そして、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も解説する。さらに、社会性を養う授業例を、具体的な教材を提示
しながら紹介する。

講習内容
教室での規範意識や逸脱行動について考える。主として「授業中の私語」を題材として、「してはいけないこと」と考え
られている（はずの）行動が、「学級」という複数の子どもたちが集まる場面において、どのように生じていくのかという
問題について扱う。

到達目標・確認指標
個々の子どもたちが持つ規範意識だけでなく、学級という「集団」における子どもたち同士の相互作用にも着目しなが
ら、教室における逸脱行動の発生過程や抑制策について考えることができる。

キーワード 規範意識、学級集団、相互作用

本講習は、児童・生徒の学校適応に関する指導の視点を紹介する。自尊感情や学習意欲を高める学習指導、学級集団における規範意
識や私語、及び協同学習と自己調整学習による授業づくり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。

規範意識と学級集団：授業中の私語に着目して 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）

定員 講師名(所属・職名等)

平成31年10月6日（日） 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

【講習の概要】

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

学校適応に生かす心理学 全教諭・養護教諭 ６Ｈ 講義

日程
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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１～４を通じた知識理解テスト（６０点）と、演習中の活動状況（４０点）のうち、合計得点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
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。

(担当講師：伊藤 剛和)

会場

講義・演習６Ｈ全教諭・養護教諭
ICT（テレビ会議）の活用

（教員のICT活用指導力の向上）

講師名(所属・職名等)

55人平成31年8月21日（水）

定員日程

「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。主にテレビ会議(専用機、Skype等)というICT活用を中心に、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。

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。

講習形態 講義・演習形式

奈良教育大学

「教育の情報化」における情報教育とICT活用 １．５Ｈ

伊藤　剛和(奈良教育大学・教授)
鹿島　慎一(奈良県教育委員会指導主事)
小﨑　誠二(奈良県立教育研究所主幹)

講習形態 講義・演習形式

講習形態 講義・演習形式

ＩＣＴ活用アイデアの共有とアクティブラーニング １．５Ｈ

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。

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

(担当講師：鹿島 慎一)

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

(担当講師：伊藤・小﨑・鹿島)

講習内容 ICT(テレビ会議)活用を含めた、授業計画を立案し、相互評価活動を行なう。

講習形態 演習形式

授業案作成 １．５Ｈ

到達目標・確認指標
・担当学年や教科の授業で、ICT活用を含めた授業の指導計画を立案できる
・教科等の目標達成のためにICTを活用した授業展開を考えることができる

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

(担当講師：小﨑 誠二)

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。

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

到達目標・確認指標

キーワード

「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。また、簡易に学校間等
で接続可能なテレビ会議(Skype等)を使った体験演習を通じて、活用する前に育む力や、メディアとしての留意点など
について知る。

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

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

実践事例紹介・共有 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】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

興福寺の仏像 １．５Ｈ

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、最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

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。

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等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

考古文化遺産への視点、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

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)

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31年8月15日（木）

定員日程

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
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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

地域の伝統文化と文化財を活かす教育 全教諭 ６Ｈ 講義

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年10月19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

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

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、最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

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。

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)

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。

キーワード 美術・歴史教育、伝統的絵画表現、伝承

考古文化遺産への視点、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

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等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
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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

奈良県には照葉樹林から針葉樹林にわたる多様な森がある。これらの森では近年、野生生物との相互作用や温暖
化と関連した更新阻害が顕著である。森を再生するには、まずその動きを知る必要がある。本講義ではユネスコエコ
パーク核心地域で10数年続けてきた「森を測る」調査の結果からその動きを解説する。また「森林再生をとおした学
び」を提案する。

紀伊半島における暖温帯林から亜高山帯林の主要構成樹種がわかる。
森の現状と再生の方策について批判的に理解する。

生存率、実生、稚樹、ギャップ、採食圧、防鹿柵、シラビソ、ブナ、ツガ、カシ

奈良から瀬戸内海の水環境を考える 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・確認指標奈良の自然や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 紀伊半島，哺乳類相，ニホンジカ，生態，分類，順応的管理

(担当講師：辻野　亮)

講習内容
本講習では，奈良県と紀伊半島に棲む哺乳類の種類を明らかにし，彼らがどのような生き物で，どうやって生きてい
るのかを解説する．特に重要なニホンジカと森林や人と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・確認指標河川及び海域の水環境について正しく理解し、瀬戸内海の水質管理について理解できるようになる。

キーワード 河川水環境、海域水環境、水質汚濁、閉鎖性海域、瀬戸内海の水質管理

(担当講師：藤井　智康)

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀伊半島の生物多様
性を担う自然環境の拠点でもある。また、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬戸内海の水環境保全にとっても重要な
役割を果たす必要がある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の最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言及する。

講習内容
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瀬戸内海の水環境を考える上では極めて重要
である。本講習では、奈良県内の河川の水環境と瀬戸内海（特に大阪湾）の水環境の現状について解説する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

奈良の森を測る・護る 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31年8月14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 各講習の最後に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31年10月20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％にのぼる森林県である。森林は林業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、紀伊半島の生物多様
性を担う自然環境の拠点でもある。また、奈良県は瀬戸内海に流入する河川の上流県であり、瀬戸内海の水環境保全にとっても重要な
役割を果たす必要がある。本講座では奈良の森と水と動物をめぐる自然環境の最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言及する。

奈良の森を測る・護る １．５Ｈ (担当講師：松井　淳)

講習形態 講義形式

講習内容

奈良県には照葉樹林から針葉樹林にわたる多様な森がある。これらの森では近年、野生生物との相互作用や温暖
化と関連した更新阻害が顕著である。森を再生するには、まずその動きを知る必要がある。本講義ではユネスコエコ
パーク核心地域で10数年続けてきた「森を測る」調査の結果からその動きを解説する。また「森林再生をとおした学
び」を提案する。

到達目標・確認指標
紀伊半島における暖温帯林から亜高山帯林の主要構成樹種がわかる。
森の現状と再生の方策について批判的に理解する。

キーワード 生存率、実生、稚樹、ギャップ、採食圧、防鹿柵、シラビソ、ブナ、ツガ、カシ

奈良から瀬戸内海の水環境を考える １．５Ｈ (担当講師：藤井　智康)

講習形態 講義形式

講習内容
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瀬戸内海の水環境を考える上では極めて重要
である。本講習では、奈良県内の河川の水環境と瀬戸内海（特に大阪湾）の水環境の現状について解説する。

到達目標・確認指標河川及び海域の水環境について正しく理解し、瀬戸内海の水質管理について理解できるようになる。

キーワード 河川水環境、海域水環境、水質汚濁、閉鎖性海域、瀬戸内海の水質管理

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
本講習では，奈良県と紀伊半島に棲む哺乳類の種類を明らかにし，彼らがどのような生き物で，どうやって生きてい
るのかを解説する．特に重要なニホンジカと森林や人とのかかわりについて考察する．

到達目標・確認指標奈良の自然や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 紀伊半島，哺乳類相，ニホンジカ，生態，分類，順応的管理

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 各講習の最後に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】

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

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31年8月16日（金）

定員日程

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

世界遺産の概要と日本の現状・課題 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)

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(ＳＤＧｓ）

(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。

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

講習内容

到達目標・確認指標

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。

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。

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
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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31年10月20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。

世界遺産の概要と日本の現状・課題 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(ＳＤＧｓ）

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…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】

講習形態

地域コミュニティの変容と学校の地域的価値

講習名 主な受講対象者 時間

６H全教諭 講義・討論

「学校」はその役割を果たせるか

地域ブランドと地域的愛着 １．５H

30人平成31年8月6日（火）

定員日程 講師名(所属・職名等)

会場

産業化と情報化のプロセスの中で、地域コミュニティの役割が変化していることが指摘されて久しい。そういった中で地域社会における学
校の役割に関する社会的要求もまた変化しているが、本講習ではそもそも地域コミュニティの変化はどのように生じているのか、その変化
は「解決すべき問題」なのかを踏まえた上で、「学校」の地域的存在価値について検討する。

(担当講師：中原 洪二郎)

講習形態

(担当講師：中原 洪二郎)

奈良大学

地域的コミュニティの喪失と再生 ３H

中原　洪二郎（奈良大学・教授）

講義および討論

講習形態 講義および討論

講習内容
「地域ブランド」というワードは、ともすれば「地域的名称を冠した製品」の開発と結び付けらがちだか、本来的には地
域的価値の向上という部分こそ注目されるべきである。前段の議論を踏まえて、地域的価値の向上を促すメカニズム
とその効果について、学校の役割を踏まえつつ検討する。

到達目標・確認指標 [到達目標]地域ブランド概念と学校の関係性の理解 [確認指標] 討論参加および小テスト

キーワード 地域資源、地域的帰属意識、文化的多様性、地域経済

(担当講師：中原 洪二郎)

講習内容
学校あるいはその構成員が地域社会において果たすべき役割は何だろうか。「べき」という視点は立場によって大きく
異なるだろう。学校の役割について可能な限り多次元的に捉えるとともに、「我々」に何ができるのかを検討する。

到達目標・確認指標

試験方法 小テーマ1および小テーマ2について各回小テスト、小テーマ3において小論文を課す。

成績評価の方法・基準等 小テスト各回20点、小論文60点、討論参加の状況20点とし、総合得点100点のうち60点以上を合格とする。

キーワード 地域ブランド、地域的愛着、地域的自尊感情、地域的価値

[到達目標]これまでの議論を踏まえた上で、学校が地域社会でできること、できないことを履修者それぞれが自問自
答する。[確認指標] 討論参加および小論文

講習形態 講義および討論

１．５H

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

地域的コミュニティが「衰退」しているので「再生」が必要だ、という議論は、暗黙のうちにコミュニティの衰退に起因す
る問題を想定しているが、そもそもそれは「衰退」しているのだろうか。また、それはなんらかの「問題」なのだろうか。
地域的コミュニティの構造と変容を、学校の役割を踏まえつつ検討する。

[到達目標]コミュニティ概念とアソシエーション概念およびそれらに関する社会変容メカニズムの理解 [確認指標] 討
論参加および小テスト

コミュニティ、アソシエーション、産業化、情報化、住民参加
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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。

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・脳科学の最新知見に基づく内容

知的障害・発達障害に関する医学・脳科学の最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

(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

肢体不自由・病弱の医学・薬学 １．５Ｈ

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

講習形態 講義形式

知的障害・発達障害の心理学 １．５Ｈ

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

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。

到達目標・確認指標肢体不自由・病弱に関する医学・薬学の最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、薬学

(担当講師：大西 貴子)

講習内容 肢体不自由・病弱に関する医学・薬学の最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

会場

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。

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31年10月19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の最後に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の最後に20分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：根來 秀樹)

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】

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の最後に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の最後に20分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：富井 奈菜実)

会場

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31年10月20日（日）

定員日程

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、事例を通して概説する。その際、受講者自身の子ども理解の視点や関
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)

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
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。

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。またその診断
の方法や着眼点についても述べる。

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
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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 造形表現・感触あそび・表現活動

講習内容 小麦粉絵の具などの感触をともなう素材を使った表現技法を体験し、幼児期の表現活動を学ぶ。

到達目標・確認指標表現技法を体得するとともに、子供における表現活動について考える。

感触素材を用いた造形表現 １．５Ｈ (担当講師：林　泰史)

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31年8月5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）
林　泰史（奈良保育学院・常勤講師）

増原　喜代(大阪教育大学・元非常勤講師）

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：増原　喜代)

講習内容
Ⅰ．動きの見つけ方　①身近な遊びから　②日常的な動きから
Ⅱ．動きによる表現を広げよう　①作品発表会における動きの表現の捉え方（作品鑑賞、作品創り）

講習形態 講義形式・演習形式

‘からだ’の動き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】

キーワード 造形表現・感触あそび・表現活動

講習内容 小麦粉絵の具などの感触をともなう素材を使った表現技法を体験し、幼児期の表現活動を学ぶ。

到達目標・確認指標表現技法を体得するとともに、子供における表現活動について考える。

感触素材を用いた造形表現 １．５Ｈ (担当講師：林　泰史)

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31年8月6日（火）

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）
林　泰史（奈良保育学院・常勤講師）

増原　喜代(大阪教育大学・元非常勤講師）

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：増原　喜代)

講習内容
Ⅰ．動きの見つけ方　①身近な遊びから　②日常的な動きから
Ⅱ．動きによる表現を広げよう　①作品発表会における動きの表現の捉え方（作品鑑賞、作品創り）

講習形態 講義形式・演習形式

‘からだ’の動き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 ○対象年齢２歳から５歳児向けで、お勧めの絵本を１冊持参すること（季節は問いません）

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 発達　絵本　環境構成　遊び

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。

保育の中の児童文化財（絵本） １．５H (担当講師：増井 啓子）

講習形態 講義形式・演習形式

到達目標・確認指標

キーワード 遊び、環境、事例、発達の姿

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、遊びの展開を含めて、具体的
に提案できることを目指す。

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
領域「言葉」に関する内容では「自分がしたり、見たり、聞いたり、考えたり、感じたりしたことを言葉にして表現すること」
「「人の話を聞くこと」が重要視されている。「生きる力」としての子どもの言語表現を広い視野から捉えなおし、子どもに
とっての言語表現の意味について考えを深める。

到達目標・確認指標 言葉の発達のプロセスとそれぞれの段階における言語表現について考えることができたか。

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容
保育の中で展開される子どもの遊びには様々な学びの芽が潜んでいる。子どもが自分で考え、取り組んだ遊びの事例
を取り上げ、遊びと環境の関係や、環境による教育を改めて考える。また、環境を取り入れた遊びの中にある学びの芽
を、幼児期の発達の姿と合わせて考える。

到達目標・確認指標 子どもの発達に応じた環境の構成を理解し、遊びの中にある学びの芽を捉えられたか

試験方法
①②③：各講習・演習後に筆記テストを行う（各20分）
④：講習時間内に実技試験を行い最後に受講内容について筆記試験を行う。

到達目標・確認指標

２０１８年度から実施されている新幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針等では、幼児教育の内容を
統一し、小学校就学後のつながりが共通化された。また、子どもの育ちについても乳児からの発達の連続性や「資質・能力」を中心とする考
え方によって、幼児教育の基本的な部分や幼児期に育むべき力がより明確になった。これらのことを踏まえて、これから保育者に求められ
ることを整理しながら、子どもの育ちを支える保育者の役割を総合的に理解し、実践に役立ててほしい。

幼児の遊びの姿から、子どもの本当の姿と向き合う １．５H (担当講師：片岡 三和）

講習形態 講義形式・演習形式

キーワード

30人

講習内容
言う辞教育において遊びは重要である。遊びを理解することは子どもを理解することである。幼児期を生きる子どもとは
本当にあなたが思っている「子ども像」なのか。保育者としての自分と向き合う。

子どもの言葉と表現 １．５H (担当講師：増井 啓子）

遊び、発見、保育実践

遊びと環境 １．５H (担当講師：和田 公子）

定員

６H

片岡　三和（奈良佐保短期大学附属生駒幼稚園・園長）
和田　公子（奈良市地域子育て支援センター「ゆめの丘SAHO」センター長）

増井　啓子（奈良佐保短期大学・特任教授）

子どもの発達にふさわしい保育者の関わりに付いての視点を得ることができたか。

会場

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

日程

平成31年8月6（火）

講義・演習

講習内容
子どもが豊かな言葉に触れる教材として「絵本」を取り上げ子どもの視点から見たいろいろな絵本の魅力について考える。
「言葉に対する感覚を豊かにする」とは何か。グループワークによる「絵本の読みあい」など、実際に絵本と触れ合いながら考える。

キーワード 「言葉」の育ちと学びをつなぐ言語活動、保育者の役割と環境

幼稚園教諭

奈良佐保短期大学

学びの芽生えを育む保育
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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31年8月7日（水）

講義・演習

講習内容
こ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、実際にこ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
こ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、臨機応変にこ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）

主要三和音、ピアノ、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。基本的な技術として、こ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こどもの歌を歌いやすい音域に移調する方法を学ぶ。また、正しい発声
の仕方を学び、無理のない自然な声でこ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こ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。このような場合にこ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 簡単なこ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、次に演習としてこ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31年8月8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。基本的な技術として、こ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こどもの歌を歌いやすい音域に移調する方法を学ぶ。また、正しい発声
の仕方を学び、無理のない自然な声でこ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こ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
こ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、臨機応変にこ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 主要三和音、ピアノ、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。このような場合にこ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 簡単なこ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、次に演習としてこ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
こ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、実際にこ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】

備考（持参物） ○筆記用具

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。

創造的音楽の場につながる音楽遊び １．５H

講習内容

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

講習形態

（担当講師：山本　美紀）

キーワード 表現　造形活動　表現の意義と役割

講習形態 講義形式・演習形式

講習内容

（担当講師：松井　典夫）

講義形式・演習形式

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

講義形式・演習形式

定員日程 講師名(所属・職名等)

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。

奈良学園大学

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・教授）

オチャンテ 村井 ロサ メルセデス（奈良学園大学・非常勤講師）

40人平成31年8月16日(金)

会場

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

講習名 主な受講対象者 時間

６H幼稚園教諭 講義･演習

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

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

１．５H （担当講師：岡村　季光）

講習形態

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。

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。

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。

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。

幼児期における造形表現活動の意義と役割 １．５H

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。

（担当講師：オチャンテ　ロサ）

講習内容

外国人家庭と子ども、多文化教育、異文化理解

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　）

１．５H

キーワード

到達目標・確認指標

講習形態 講義形式・演習形式

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
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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 上記①について50点、②について50点で評価し、合計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
次の２つについて、筆記試験（全講習の最後に実施）によって確認する。
①「表現」の意義を理解しているか。
②本講習での学びを踏まえ、表現領域に関わる保育実践を構想できるか。

(担当講師：宮下俊也)

会場

講義・演習６Ｈ幼稚園教諭
歌って学ぶ表現指導法

－唱歌・童謡・こどものうた－

講師名(所属・職名等)

40人平成31年8月14日（水）

定員日程

幼児が歌い、そして大人になっても歌い継いでいってほしい唱歌、童謡、戦後に誕生した新しいこどものうたの数々を歌う。歌いながら、①
「幼児が表現する」ということの意味、②感性を育てる方法、③楽曲の背景・特徴を教授する。また、「サッちゃん」「いぬのおまわりさん」「ド
ロップスのうた」など数々の名曲を残し、昨年94歳で亡くなった作曲家大中恩氏の功績についても語る。

講習内容 代表的な唱歌、童謡を歌い、それらの背景や特徴を理解する。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

「幼児が表現する」とはどういうことか １．５Ｈ

宮下俊也（奈良教育大学理事・副学長）

講習形態 講義形式・演習形式

講習形態 講義形式・演習形式

歌って知ろう、こどものうた １．５Ｈ

到達目標・確認指標唱歌から童謡への変遷、及びそれらの背景や特徴を理解できるようにする。

キーワード 唱歌、童謡、赤い鳥運動

(担当講師：宮下俊也)

キーワード 感性、創造性

(担当講師：宮下俊也)

講習内容
美しい音、優れた歌に親しむことによって、子どもの感性がどのように磨かれていくのかを理解し、保育における表現
領域の具体的実践方法を考える。

講習形態 講義形式・演習形式

幼少期における感性の育成 １．５Ｈ

到達目標・確認指標具体的な表現指導法を構想することができるようにする。

到達目標・確認指標昭和30年代から現代までのこどものうたの背景や特徴を理解できるようにする。

キーワード ろばの会、メディア、芸術性

(担当講師：宮下俊也)

講習内容
昭和30年代～40年代にかけて誕生した新しいこどものうた、及びアニメなどの映像を伴ったこどものうたを歌い、視聴
し、それらの背景や特徴を理解する。

備考 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。また、楽譜は講習時に配布します。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

感覚器官を通してためこまれた経験からイメージを創出し、それを音や動きなどで表わし、受容・共感されるまでのプ
ロセスを「表現」として捉える。その上で「表現を指導する」とはどういうことかを考える。

幼児にとっての表現の意義を理解できるようにする。

表現、感覚、経験

歌って知ろう、唱歌と童謡 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】

【小テーマ②】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

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

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。

到達目標・確認指標

１．５H

講義形式・演習形式

遊びと絵本 １．５H

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。

講習形態 講義形式・演習形式

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

遊びと保育の質 (担当講師：佐川 早季子）

講習内容

遊びと発達

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）
横山　真貴子（奈良教育大学・教授）

長谷川　かおり（奈良教育大学附属幼稚園・副園長）

(担当講師：廣瀬　聡弥）

講習形態 講義形式

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

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」「保育の質」「環境」の３つの観点から改めて「遊び」について捉え直すとともに、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

講師名(所属・職名等)

40人平成31年8月21日（水）

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重要である。本講習では、運動遊びを例に取り上げ、子どもの育ちを促す保育
環境について理解を深め、具体的な保育者の役割を考えることを目指す。

試験方法 各講習の最後に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　保育者のかかわりキーワード

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
子どもの育ちを促す環境について理解し、保育者の役割の重要性を踏まえた上で、具体的な環境構成を提案できる
こと。

キーワード 環境、遊び、環境の再構成、保育実践

遊びと環境 １．５H (担当講師：長谷川 かおり)

講習形態 講義形式・演習形式

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…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

幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき、子どもが選べる環境の構成と再
構成ができる。幼児と人やものやコトのかかわりが重要であることを踏まえ、教材の工夫を理解し発達の課題に即し
た指導をすることができる。

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

主体的な活動を促す環境構成と教材の工夫

1日の最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。

環境構成と再構成の重要さや落ち着いた環境の創出について理解し、子どもとともに環境を作り出す方策や教材の
工夫を活かした保育実践について理解する。

講義形式

１．５H

安心感や居場所　コーナー環境の設定　四季の体験　リスクとハザード　教材の工夫

身近な環境　生活経験　心の動き　表現する過程

(担当講師：永渕　泰一郎)

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）

幼児期における資質能力の捉え方

（担当講師：小林 佐知子）

西尾　正寛（畿央大学・教授）
中村　恵（畿央大学・准教授）

小林　佐知子（畿央大学・特任准教授）
永渕　泰一郎（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31年8月22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。

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

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。

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。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

１．５H （担当講師：中村　恵）

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】 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

講習内容

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

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。

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

講習形態 演習形式

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。

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。

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

奈良県立野外活動センター

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

講義形式・演習形式

自然体験アクティビティの実際 ２．０Ｈ （担当講師：森井　學）

講義・演習

講義形式

(担当講師：中村　恵)

講師名(所属・職名等)

30人
平成31 年7月30日（火）
　　 　　～7月31日（水）

定員

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（下市町立下市小学校・校長）
滝元　一史（宇陀市教育委員会・指導主事）

小角　康夫（奈良県立野外活動センター・主任主査）
野村　篤司（奈良県立野外活動センター・主任主査）
中西　達也（奈良県立野外活動センター・主任主査）

講習形態

会場

講義形式・演習形式

講習内容

到達目標・確認指標

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。

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。

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。

到達目標・確認指標

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

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

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２，７００円（食費：１日目昼食～２日目昼食、シーツレンタル料等）
○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１２日（月）～８月１３日（火）
　※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。

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
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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】

備考(持参物） ○スタートカリキュラム（小）・アプローチカリキュラム（幼）＊作成したものがある場合

キーワード

講義形式・演習形式

幼児教育との具体的な接続・連携 ３．０Ｈ

講習内容

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

講習形態

（担当講師：善野 八千子）

講義形式・演習形式

定員日程 講師名(所属・職名等)

「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。

奈良学園大学

善野　八千子（奈良学園大学・教授）

40人平成31年8月7日(水)

会場

講習形態

これからの生活科
　～育ちと学びの連続をふまえて～

講習名 主な受講対象者 時間

６Ｈ幼稚園教諭・小学校教諭 講義・演習

体験をとおした気付きを質的に高める指導

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

３．０Ｈ （担当講師：善野 八千子）

講習形態

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。

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。

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。

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 講習の最後に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】

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

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31年7月22日（月）
　　　　 ～7月23日（火）

定員日程

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）

鈴口　真也（国立曽爾青少年自然の家・次長）
田中　耕司（国立曽爾青少年自然の家・主任企画指導専門職）
曽和　良友（国立曽爾青少年自然の家・企画指導専門職）
髙瀨　宏樹（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

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

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
な体験活動への取り組み方を理解する。

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、教育課程等

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２１４０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３００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

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。
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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
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
テーマ①：講習の最後に20分程度の筆記試験（論述）を行う（50点）。
小テーマ②：講習の最後に20分程度の筆記試験を行う（50点）。

(担当講師：前田 康二)

会場

講義・演習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31年8月21日（水）

定員日程

英語：小学校外国語（活動）の概観及び第二言語習得理論の概要の理解を経て、児童により効果的に英語を習得させるという観点から、
授業における、１．教師が児童に話す英語、２．言語活動の指導の工夫、３．具体的な評価の方法、について、演習を通して理解を深め、
実践力を高める。
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、国語科指導のポイントについて解説するとともに、
具体的な教材を用いた演習を行う。

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を解説し、具体的な教材を用いた演習を行う。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

児童の学びを促進する小学校外国語（活動）の指導と評価 ３．０Ｈ

前田　康二（奈良教育大学・准教授）
東畠智子（奈良教育大学・准教授）

講習形態 講義形式・演習形式

到達目標・確認指標言語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 学力調査、言語能力、授業構想、学習課題

(担当講師：東畠智子)

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

講義では、新学習指導要領の要点や児童が身に付けるべきコミュニケーション能力について確認するとともに、児童
の外国語の学びについての理論の概要を紹介する。演習では、授業において、教師が児童に英語で語りかける場
面、児童が言語活動を行う場面、教師が児童の活動を評価する場面をとりあげ、それぞれの場面における実践力の
向上を目指す。

小学校外国語（活動）及び第二言語習得の概要を理解し、それらを踏まえた指導と評価が構想できる。

第二言語習得、コミュニケーション能力、ティーチャートーク、言語活動、ルーブリック

言語能力を育成するための授業展開 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…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 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

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。

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)

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。最終時限に
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・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31年8月21日（水）

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の最後に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】

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 各講習の最後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：岩本 廣美)

会場

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31年8月22日（木）

定員日程

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・特任教授)
森本　弘一（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式・演習形式

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)

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 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
新学習指導要領について概説する。つぎに、教育内容のうち特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。

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
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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】

各運動領域における体育授業づくり １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

現在における小学校体育科の課題を考え、「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，全員が主体的に活動できる体育授業について考える。

学習指導要領を踏まえた小学校での体育授業づくりについて、理解を深める。

学習指導要領、体育授業づくり

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・確認指標小学校の体育授業の具体的な教材に触れることで、教材作成、その指導方法、評価方法の理解を深める。

キーワード 体育授業づくり、教材、指導と評価

(担当講師：住本　純)

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
各運動領域の目標に応じた楽しい授業づくりについて解説する。
具体的な教材を例に，指導方法と評価方法ついても考え，そのための知識を追及していく。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

全員が主体的に活動できる体育授業とは １．５Ｈ

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）

住本　純（京都ノートルダム女子大学・専任講師）

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31年8月22日（木）

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：各講習の最後に１０分程度の筆記試験を行う（①②は合わせて講習②の最後に２０分程
度）。

(担当講師：住本　純)

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
知識理解テスト（６０点）と、演習（２０点×２）のうち、合計得点６０点以上を合格とする。
演習は、それぞれのテーマごとに、確認指標に関して講師が評価する。

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。

到達目標・確認指標
・教科等の目標達成のためにICTを活用した授業展開を考えることができる。
・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。
・プログラミング教育を実践するために必要なICTスキル等を児童生徒に指導することができる。

キーワード プログラミング教育、情報教育、教員のICT活用指導力

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、確認指標に記した項目や受講者相互の交流状況を講師が評価する。

実践事例交流及び指導案作成 ３．０Ｈ (担当講師：鹿島・小﨑・伊藤)

講習形態 講義・演習形式

講習内容
プログラミング教育の実践例や、学校現場での体系的・系統的な指導事例を紹介するとともに、いくつかのプログラミ
ング体験と、実践に向けた指導案作成を行なう。

講習内容
次期学習指導要領において必修化されたプログラミング教育のねらいや、教科の学びとの関連性などについて、手
引きなどを参考に紹介するとともに、実際のプログラミング体験を通じて、その指導上の留意点などを知る。

到達目標・確認指標

・学習の基盤としての「情報活用能力（情報モラルを含む）」の位置づけを理解している。
・学習指導要領における「情報活用能力育成」について理解している。
・学習指導要領における「「ICT活用」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」について理解している。
・プログラミング教育のねらいを理解している。

キーワード プログラミング教育、情報教育、教員のICT活用指導力

次期学習指導要領において必修化されたプログラミング教育を中心に扱い、プログラミング教育の実践共有やプログラミング体験等を通
し、実践的な力量形成を目指した講習を実施します。

プログラミング教育の実際 ３．０Ｈ (担当講師：小﨑・鹿島・伊藤)

講習形態 講義・演習形式

日程 定員 講師名(所属・職名等)

平成31年8月22日（木） 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主幹)
鹿島　慎一(奈良県教育委員会指導主事)

会場

奈良教育大学

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

小学校プログラミング教育
（教員のICT活用指導力の向上）

小学校教諭 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】

１．５H (担当講師：西端　律子)

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

プログラミング、情報教育、教育の情報化、情報活用能力

学習指導要領における初等教育での「プログラミング教育」について、背景・意義や中学校との接続を含め概説し、プログラミング教育
の実践事例を紹介する。いくつかのプログラミング教育環境を用意し、実際に授業場面を想定した演習を行う。

・初等教育におけるプログラミング教育について、背景、意義、中学校との接続を理解する。
・プログラミング環境を体験することで、授業場面での活用を検討する。

講習内容

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

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、最新の研究
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。

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31年8月22日（木）

講習形態

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。

１．５H

畿央大学

音楽科の学習指導 １．５H

講義形式・演習形式

(担当講師：衛藤　晶子)

ICT入門～プログラミング教育入門～

(担当講師：八木　義仁)

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・准教授）
大久保　賢一（畿央大学・准教授）

国語科の学習指導

1日の最後にまとめて筆記試験を行う。

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。

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

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

言語活動の充実，授業づくり

(担当講師：大久保 賢一)

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

発達障害の理解と支援

講義形式・演習形式

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

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
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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：板橋　孝幸)１．５Ｈ持続可能な社会づくりの担い手を育む

到達目標＝人権を基礎においた市民性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。

人権、価値、社会的統合

到達目標＝身近な地域と世界をつなぐ認識・学習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

多様な文化的背景をもつ子どもと教育 １．５Ｈ

講義形式・演習形式講習形態

１．５Ｈ身近な地域と世界をつなぐ認識・学習について考える

グローバル化、身近な地域、社会参加

(担当講師：板橋　孝幸)

講習内容
現在の日本の子どもは、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。本講義では、現代社会の課題を自らの問題としてとらえ、身近なところから取り組むことにより、課題の解決につな
がる新たな価値観や行動を生み出せるような教育について考える。

キーワード 持続可能な開発のための教育（ESD）、地球的諸課題

到達目標＝持続可能な開発のための教育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

到達目標・確認指標

将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の要求を満たすようにするため、新学習指導要領にも持続
可能な社会づくりの理念が反映されている。本講義では、そうした社会づくりの担い手を育む教育について考え、受講
者に実践プログラム（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。

講義形式・演習形式

到達目標・確認指標
到達目標＝多様な文化的背景をもつ子どもたちの実態や、多様性を活かし合う教育の必要性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 外国にルーツをもつ子ども、国際結婚家庭の子ども、国際理解教育

(担当講師：渋谷　真樹)

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

欧州では、人権を中心に据えつつ、国家を超えた価値や社会秩序を形成することが目指されてきた。しかし、欧州連
合からのイギリス脱退など、課題は多い。本講義では、欧州評議会やイギリスにおける市民性教育を紹介し、人権を
基礎におく市民性教育について考える。

人・もの・資金・情報等の国境を越えた動きの増大とともに、多様性を尊重しつつ社会的な統合を図ることが、国内外で課題になっている。
そのため、世界各国では、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。本講習では、子どもや教育をめぐる排
除と包摂の諸問題を明らかにしたうえで、市民性教育の理論と実践に関する国内外の主な動向を紹介する。受講者が考案したり議論した
りする時間も、積極的に設けたい。

講習内容
グローバル化が進展する中で、多様な文化的背景をもつ人々と共に暮らし、働く力が求められている。日本の学校に
も、多様な文化的背景をもつ子どもたちが学ぶようになっている。本講義では、日本の教育における多文化化の実態
をおさえた上で、マイノリティの子どもたちを支え、多様性を活かし合う教育について考える。

講習形態 講義形式・演習形式

奈良教育大学

人権を基礎におく市民性教育 １．５Ｈ

渋谷　真樹（奈良教育大学・教授）
板橋 孝幸（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31年8月14日（水）

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の講習時間の最後に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の講習時間の最後に③④の内容に即した筆記試験を20分で実施する。

(担当講師：渋谷　真樹)

会場

S037

69



◇　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】

ディベートの方法を知ろう（2） 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。

(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。

講習形態 講義形式・ワークショップ形式

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の最後に40分間のテストを行う。

会場

講義・ワークショップ

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。

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

(担当講師：棚橋　尚子)

ディベートで対戦してみよう（1）

平成31年8月23日（金）

定員日程

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。

奈良教育大学

ディベートの性質や方法が理解できたか。

棚橋　尚子（奈良教育大学・教授）

講習内容

到達目標・確認指標

ディベートで対戦してみよう（2）

ディベート，論理的思考力，論題

講義形式・ワークショップ形式

ディベートの方法を知ろう（1） １．５Ｈ

講習形態

講習形態

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)

ディベートフローシート，反対尋問，反駁

１．５Ｈ

ワークショップ形式

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

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。

備考 原則として全員がディベートを行う。

１．５Ｈ

到達目標・確認指標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
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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】 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）（Web動画・講義担当）
高柳　真人（京都教育大学・教授）（Web動画担当）

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

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

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31年8月23日（金）
午前

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、別途通知する期
日（７月中旬予定）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日の対面授業において対話的な学びを行う。

奈良教育大学

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 智恵)

会場

講義・演習６Ｈ小学校・中学校・高等学校教諭
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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】

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

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：伊藤 剛和)

「先生を究めるWeb動画(京都教育大学で公開)」から、指定された２本の動画を視聴し、視聴した内容の要点レポート(１本あたり２００～３
００字)を作成し期日（7月中旬予定）までに提出する。動画の視聴方法については、別途通知する。対面講習では、視聴した内容を基に
テーマを設定し受講者の学校現場での実践を照らし合わせアクティブ・ラーニングで課題解決の方法を考える。

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。
そこでの意見交流の後、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・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31年8月23日（金）

午後

定員日程

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 剛和)

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】

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

多文化共生と学校教育 １．５H (担当講師：杉山　晋平)

キーワード

少子化が進む一方で、いじめや不登校など、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てき
ている教育現場において、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っていく」ためのコツを、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

外国につながる子ども・若者たち、多文化共生、アイデンティティ

多様な言語や文化をバックグラウンドに持ち、日本の地域社会で暮らす「外国につながる子ども・若者たち」の教育を
テーマとします。1990年の入管法改正以降、日本における在留外国人は年々増加してきました。また、2019年4月より
外国人労働者の受入拡大を目指す改正入管法が施行されます。今後も増加が見込まれる「外国につながる子ども・
若者たち」の存在を入口として、多様性を力に変える教育、共生社会を実現する教育の可能性と課題を探っていきま
す。

「外国につながる子ども・若者たち」が経験する困難とそれに対する支援のあり方について理解を深めます。
「多様性」や「共生」といった視点から自校の現状を振り返り、捉え直すことを目指します。

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）
杉山　晋平（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31年8月21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
各講習の最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については講習の最後に１５分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③については最後に２０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…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】

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

講義形式

到達目標・確認指標

備考(持参物） ○毛筆書写用具一式（大・小筆、半紙、硯、文鎮、下敷き等）、硬筆（Ｂまたは２Ｂの鉛筆）

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。

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。

キーワード

書き確かめる中での文字文化の理解 １．８Ｈ

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。

講義形式

講習形態

（担当講師：小竹　光夫）

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 演習形式・講義形式

講習内容

（担当講師：小竹　光夫）

「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。

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。

小竹　光夫（奈良学園大学・非常勤講師）

30人平成31年8月6日(火)

会場

奈良学園大学

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。

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

試験方法 筆記による履修認定試験（１００点満点）を行う。

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

「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。

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。
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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】

近松世話物浄瑠璃譜本からみた掛詞の表記と発音 １．５Ｈ

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

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。

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。

近代文学，読者，テクスト論

「言語単元」について、その意義・目的・内容等が説明できるとともに、新しい単元の開発案を構想することができる。

到達目標・確認指標成立過程や享受・継承という観点から，古典文学作品が持つ性質の一端を理解し，簡潔に説明できるようになる。

キーワード 成立過程，享受，継承，発展，文化

(担当講師：有馬義貴)

講習内容
古典文学作品について，書かれている内容以外からも学べること，学習者が興味を抱きうることがないかを探る。特
に，『竹取物語』・『伊勢物語』・『源氏物語』等について，成立過程や享受・継承という観点から取り上げる。

キーワード 言語文化、言語単元、単元開発、オノマトペ、学習指導構想

(担当講師：米田　猛)

講習内容
「言語文化」の学習の一環としての「言語単元」の開発について、その意義・目的・内容等について事例を踏まえなが
ら解説する。また、「オノマトペ」を例に、各校種・学年に即した単元開発を試みる。

講習形態 講義形式

「言語単元」開発のすすめ １．５Ｈ

到達目標・確認指標

講義形式

講習形態 講義形式

内容以外の観点から試みる古典へのアプローチ １．５Ｈ

到達目標・確認指標
胡麻章施譜とアクセントとの対応の基本を理解していること。掛ける詞と掛けられる詞とに関し、表記と発音とではそ
れぞれいずれを優先した選択の行われる傾向が強いか理解していること。

キーワード 曽根崎心中、近松、世話物、浄瑠璃、胡麻章、掛詞、言語遊戯、表記、発音、アクセント

(担当講師：前田広幸)

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，日本古典文学、国語科
教育の分野から，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
『曽根崎心中』をはじめとする近松世話物浄瑠璃譜本を資料としてとりあげ、その中で修辞技法として多用される掛詞
に注目し、本文表記と傍記される「胡麻章」とのあり方から、掛詞の音声化の基本傾向について考える。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

テクスト論・読者論を用いた教材研究 １．５Ｈ

日高　佳紀（奈良教育大学・教授）
前田　広幸（奈良教育大学・教授）

有馬　義貴（奈良教育大学・准教授）
米田　猛（奈良教育大学・特任准教授）

講習形態

講義形式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31年8月21日（水）

定員日程

成績評価の方法・基準等 各講習の筆記試験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。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法 小テーマ各講習の最後に10分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：日高佳紀)

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】

【小テーマ④】

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

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中学校・高等学校国語教諭古文を面白くさせる「読み」

講義形式

日程

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

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

定員

古典文学作品を原文で読んで面白いと生徒に実感させ、古文ぎらいをなくすための実践的な方法を、上代から中世までの作品をとりあげ
ながら具体的に提示する。また、文学作品の読解を支える文法について、生徒の能力を育成するための方法を提示する。

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人平成31年8月21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
古典教材として最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
従って探ることにより、生徒の読解力の向上をはかり古典に対する興味の深化をはかる。

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分の最後に、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
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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・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

中学校・高等学校英語教諭 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指導のあり
方を語彙と音声指導を中心に探る。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31年8月21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（25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、各講義の最後に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

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

50人平成31年8月22日（木）

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。

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)

トーマス・アムンルド(奈良教育大学・准教授)

講習形態

講習内容

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)

(担当講師：米倉 陽子)

英語科教員として，中高英語科教育の充実を図るには，さまざまな角度から英語を取り巻く問題に触れることが重要である。そこでまず第
1講義では，英語教科書をいかに授業で活用するかについて考える。第2講義では，表面的な文法知識にとどまらない言語構造の本質を
分析する。第3講義では，英語リスニングのコツを学び，またそれを授業にいかに活かすかを議論する。最後に第4講義では，もはや世界
共通言語となった英語を学ぶ意義について考える。

機能的構文論から見た英語

【小テーマ①】

講習内容

機能的構文論は，構文の意味機能に着目する文法論である。英語の動能構文および中間態構文をとりあげ，機能的
構文論の枠組みで，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。

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式・演習形式

How to teach and test listening １．５Ｈ

到達目標・確認指標
構文の意味や機能を重視する機能的文法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
知識を習得する。

キーワード 動能構文，中間態構文，機能的制約

キーワード World Englishes, non-native English speakers

(担当講師：トーマス・アムンルド)

講習内容

Although English is the most widely spoken language in the world, most English speakers are not actually native
speakers. It is more likely that your students will interact in English regularly with someone from a non-English
speaking country than with a "native" English speaker. Yet, most approved materials focus mainly on native English
speakers. In this seminar, you will learn why it is important that our students learn a wider variety of English, and
how you can add World Englishes to your class.

講習形態 講義形式・演習形式

World Englishes in the Japanese secondary school classroom １．５Ｈ

到達目標・確認指標

１．５Ｈ

By the end of this seminar, you will understand more about the need for World Englishes in secondary school
English. You will also be able to apply key principles for teaching World Englishes to your classes.

到達目標・確認指標
By the end of this seminar, you will understand more about the principles and challenges of L2 listening, and you will
be able to teach and assess student more effectively.

キーワード listening, pedagogy, assessment

(担当講師：トーマス・アムンルド)

講習内容

Listening is one of the four skills, but teachers are often not confident about how to teach it beyond simply using
the CD player or reading a text aloud. In this seminar, you will learn the basics of how to teach listening, some of
the key problems that students face, and how you can help them. You will also learn methods for teaching and
assessing listening skills.

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

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】

【小テーマ③】

【小テーマ④】

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①②（梶尾担当分）50点、
小テーマ③④（佐野担当分）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最後に筆記試験（論述式）を行う。

(担当講師：梶尾 悠史)

会場

講義６Ｈ中学校社会・高等学校公民教諭公民科教育研究

講師名(所属・職名等)

30人平成31年8月22日（木）

定員日程

前半では、「知ることと疑うこと」、「生きることと信じること」をテーマに、社会科教育（公民分野）との関連も念頭に置きながら、ソクラテス、
デカルト、パスカル等の哲学を手がかりに講義を行う。後半では、「近代社会と人権の形成」、「人権侵害の諸相」をテーマに、ホッブズ、
ロック、ルソー等に代表される社会契約説や人権思想の内容、またそれと対照的なナチズムに見られる人権侵害の諸相について講義を
行い、人権教育の意義を問う。

講習内容
他者への信頼なくして個人はこの社会を生きていくことができない。また信仰は、洋の東西を問わず人類の精神的支
柱であり続けてきた。では、人間は信頼と懐疑の狭間でいかに生きるべきか？　パスカルらの哲学を手がかりに、この
問題を考える。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

知ることと疑うこと １．５Ｈ

梶尾　悠史（奈良教育大学・准教授）
佐野　誠（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

近代社会と人権の形成 １．５Ｈ

到達目標・確認指標上記の問題に対して一定の答えを与えることができる。

キーワード エピステーメー、ドクサ、パスカルのギャンブル論、ジェームズのプラグマティズム

(担当講師：梶尾 悠史)

キーワード 近・現代の人権侵害、ナチズム、安楽死計画、ユダヤ人問題、啓蒙の弁証法

(担当講師：佐野　誠)

講習内容
近代以降、人権が保障されたとはいえ、近・現代史は人権侵害の歴史でもある。なぜ人権が侵害されるのか。ナチズ
ム期の「安楽死」計画や「ユダヤ人」問題に見られる人権侵害の具体的事例を紹介しつつ、近・現代における人権侵
害の諸要因を考察する。

講習形態 講義形式

人権侵害の諸相 １．５Ｈ

到達目標・確認指標具体的事例を挙げながら、人権侵害の要因の一端を理解できること。

到達目標・確認指標自然権、自然法、社会契約説などの意味を理解した上で、人権の歴史的思想史的背景の概観を説明できること。

キーワード 近代、人権、自然権、自然法、社会契約説、ホッブズ、ロック、ルソー

(担当講師：佐野　誠)

講習内容

自由・平等に代表される人権規定の思想史的背景について講義する。「人権」という言葉は、古代や中世・近世には
存在しなかった。人権は近代が生み出した遺産の1つである。本講義の前半では、近代啓蒙思想家と言われるホッブ
ス、ロック、ルソーらの社会契約説、特に自然権や自然法の思想、また彼ら思想家の見解の相違などに触れながら、
人権の意義と歴史的・思想史的背景を考察する。

備考 講義内容については、可能な限り、具体的事例を挙げながら、わかりやすい説明を行いたい。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

情報社会を生きる個人は、真の知識主体たりうるために、高度な批判的思考力が要求される。それはいかなる意味
においてなのか？　本講義では、知識の探究における批判的・懐疑的精神の意義を、ソクラテスやデカルトの哲学に
依拠しながら考察する。

知識にとって懐疑が本質的契機であるということの理由を説明できる。

ロゴス、思考、デカルトの方法的懐疑、ソクラテスの反駁的対話

生きることと信じること 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…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・確認指標地理的事象を地図化する技法を理解する。

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。最新刊の地形図では、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。

最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日の最後に修了試験（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

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について理解を深
めるとともに、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

最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の景観

旧版地形図からみた村落の原型 １．５H

30人平成31年8月6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。

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
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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 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。

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

武士の登場とその背景について考察する。

武士の登場とその背景について理解できる。

武士、平将門の乱・藤原純友の乱

中世的武士の成立 １．５Ｈ

学んだ内容を活かした単元計画を作成できる。

到達目標・確認指標
新学習指導要領下における地理関連分野の小中高接続を意識できる。また、「地域の在り方」の考え方を理解し、発
想の幅を広げる。

キーワード
地理教育、地域学習、まちづくり、地域づくり、地方創生、地域再生、地域活性化、アクティブラーニング、ESD（持続可
能な開発のための教育）

(担当講師：河本大地)

講習内容
新学習指導要領の中学校社会科地理的分野に登場した「地域の在り方」を中心に、小学校での地域学習や高等学
校に新設された必履修科目「地理総合」との接続を意識して講義する。その後、扱い方を参加者間で議論する。

キーワード
地理教育、GIS（地理情報システム）、防災、地域学習、まちづくり、地域づくり、地方創生、地域再生、地域活性化、ア
クティブラーニング、ESD（持続可能な開発のための教育）

(担当講師：河本大地)

講習内容
前時に議論した内容をふりかえる。その後、高等学校の「地理総合」等でも使えるウェブGIS（地理院地図、今昔マップ
など）を紹介しつつ、どうやって無理なく楽しく意義ある未来開拓型の「地理」の学びを実現するかを考える。

講習形態 講義形式・演習形式

新学習指導要領をベースに未来開拓型の「地理」を考えよう② 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

新学習指導要領をベースに未来開拓型の「地理」を考えよう① １．５Ｈ

到達目標・確認指標中世的武士の成立について理解できる。

キーワード 追捕官符、在地領主、主従関係

(担当講師：今　正秀)

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、日本史学習の在り方への提案を行いたい。日本史では、「武
士の成立」をテーマに、地理では「新学習指導要領をベースに未来開拓型の『地理』を考えよう」と題して議論したい。

講習内容 中世的武士の成立について考察する。

講習形態 講義形式

奈良教育大学

武士の成立 １．５Ｈ

今　正秀（奈良教育大学・教授）   河本大地（奈良教育大学・准教授）

講習形態

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31年8月23日（金）

定員日程

成績評価の方法・基準等
小テーマ①と②に関しては，②の授業の最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。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

試験方法
小テーマ③・④：　④の授業終了時に、③・④で学んだ内容を活かした単元計画を作成し提出する。

(担当講師：今　正秀)

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 各講習の最後に１０分程度の筆記試験を行う。

(担当講師：石井　俊行)

会場

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31年8月21日（水）

定員日程

・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）
・初期宇宙論、素粒子論を題材として、宇宙進化の過去、現在、未来について未解決の問題も含めて解説を行う。（松山）
・有機化学の基礎から有機合成の最新トピックスまでを、現行の高校化学の題材と関連させながら解説する。（山崎）
・原生動物を材料とした自身の研究に基づき、現代生命科学の基礎である細胞生物学についての講義を行う。（石田）

講習内容
現代物理学が捉えた宇宙の始まり、進化、宇宙の時間的変遷、空間的広がりについて解説する。そして、未だに未解
決の大きな問題について考察する。

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）
松山　豊樹（奈良教育大学・教授）
山崎　祥子（奈良教育大学・教授）
石田　正樹（奈良教育大学・教授）

講習形態 講義形式

講習形態 講義形式

有機化学の基礎と有機合成 １．５Ｈ

到達目標・確認指標宇宙の始まりとその進化、現在に至る時間的・空間的変遷、について科学的事実に基づいた認識を深める。

キーワード 現代物理学、量子論、相対論、初期宇宙論、素粒子論

(担当講師：松山　豊樹)

キーワード
原生動物、培養、細胞、膜、細胞内小器官、タンパク質合成、細胞骨格、走性、興奮、代謝、細胞内消化、浸透圧調
節、防御、生殖。

(担当講師：石田　正樹)

講習内容
石田が研究材料とするゾウリムシを題材に、細胞生物学の授業を行う。教科書で取り上げられる様々な細胞小器官
の形態と機能を、ゾウリムシと対比させ、石田がこれ迄に研究を通して取り組んで来た細胞生物学の課題について紹
介する。

講習形態 講義形式

原生動物を題材とした細胞生物学 １．５Ｈ

到達目標・確認指標

宇宙の始まりと進化の物語 １．５Ｈ

現代生命科学を教育するためには、生命の単位である「細胞」の概念をまず知ってもらうことが肝要である。１）生命
現象の基礎にある物理化学的背景に着目できる。２）細胞の構造と、その機能について説明できる。３）細胞のもつ機
能を、器官・組織の機能などと対応して説明できる。

到達目標・確認指標
　・有機化合物の構造と反応などの基礎について理解する。
　・有機合成について概略を理解する。

キーワード 有機化合物、有機分子の構造と結合、有機反応、有機合成

(担当講師：山崎　祥子)

講習内容
有機化学の基礎から有機合成の最新トピックスまでを解説する。身の回りの様々な物質を構成する有機化合物の基
本的な性質、構造と反応について解説する。さらに有機合成の目的、重要性、および新手法について解説する。

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
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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】

栽培学習と新しい栽培技術について １．５Ｈ

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

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 最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、micro:bit

(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, Raspberry Pi,
micro:bit などのフィジカルコンピューティングのツールなど、最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、LEDの点灯回路、電流源、トランジスタ

(担当講師：薮　哲郎)

講習内容
マイコンボードやシングルボードコンピュータの出現により、電子工作の世界は大きく変わった。それに伴い、電子工作
に必要な知識も変わった。本講習ではコンピュータ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

最近の電子工作 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最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最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・特任教授）
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・工業教育における最近の話題

講師名(所属・職名等)

20人平成31年8月21日（水）

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

S051

83



◇　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

講義・演習・実験６Ｈ中高家庭教諭家庭科教育

講習内容

到達目標・確認指標

講師名(所属・職名等)

20人平成3１年8月22日（木）

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、村上：消費者教育、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

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）
中川　愛（奈良教育大学・准教授）
杉山　薫（奈良教育大学・教授）

村上　睦美（奈良教育大学・特任准教授）

講習形態 講義形式

　(担当講師：立松 麻衣子)

(担当講師：村上　睦美)

講習内容
成年年齢の引き下げに向けて学校教育ではどのように対応すべきなのか。消費者市民社会の構築に向けて，地域
連携を図った学校教育の在り方や，児童生徒に消費者としての自覚を持たせる授業づくりについて考える。

講習形態 講義形式・演習形式

消費者教育 １．５Ｈ

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
成年年齢の引き下げに伴って起こりうる問題を把握し，現在の学校教育における課題及び対策を見い出すことができ
る。

到達目標・確認指標実験の原理を理解し説明できる。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 消費者教育，家庭科教育

(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。

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・割烹着・エプロンのいずれかを用意すること。

食物学基礎実験 １．５Ｈ

試験方法 各講習の最後に１０分程度の筆記試験を実施する。

キーワード 食物学実験、データ処理

講習形態 講義形式・演習形式・実験形式

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事柄について実験を交えながら解説していく。現時点では味覚に関する課題を予定してい
るが、変更することもありうる。
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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】

わらべうた、創作法、編曲法

【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。

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】講習の最後にレポートを作成する。【小テーマ②】講習最後の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31年8月21日（水）

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、講習の最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 １．５Ｈ

劉　麟玉（奈良教育大学・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・准教授）

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

(担当講師：北條　美香代)

キーワード 声楽テクニック（音量・音域・音色・発音・表現）、楽譜、音楽性、個性

(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

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 ピアノ演奏、ピアノ伴奏、実技指導                      

(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

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 １．５Ｈ

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。
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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
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　講習の最後に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　講習の最後に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：竹内 晋平)

会場

講義・演習６Ｈ中高美術教諭
「主体的・対話的で深い学び」としての美術科授業

とは／陶芸実技「土の表情」の発見と応用

講師名(所属・職名等)

20人平成31年8月22日（木）

定員日程

＜１・２時間目　「主体的・対話的で深い学び」としての美術科授業とは＞　次期学習指導要領の動向に基づいた美術科授業のあり方を探
ることを目的とする。とりわけ鑑賞の指導に焦点を当て，生徒の深い学びのためには，どのような指導が必要なのかについて考察してい
きたい。
＜３・４時間目＞前半（講義）：陶芸の基礎知識、現代の様々な陶芸表現の紹介。後半（実技）：陶芸の特徴の一つである「素材の性質を把
握し、活かすこと」「偶然性を表現に取りこむこと」に主眼をおいた陶芸実技。

講習内容
陶芸における様々な表現について、スライドレクチャーと実習を通して考え、工芸表現の持つ特性について考察しま
す。

講習形態 講義形式・実技形式

奈良教育大学

　「主体的・対話的で深い学び」としての美術科授業とは ３．０Ｈ

竹内　晋平（奈良教育大学・准教授）
原山　健一（奈良教育大学・准教授）

講習形態 講義形式・演習形式

到達目標・確認指標美術教育現場で活用できる陶芸に関する基本的な技術と知識の習得を目的とします。

キーワード  陶芸、粘土、工芸、立体

(担当講師：原山 健一)

備考 粘土を扱うため、汚れてもいい服装（エプロン、ジャージ等）・手を拭くためのタオルを持参する事

講習内容

到達目標・確認指標

キーワード

知識・技能の習得のみではなく，個々の生徒が深い学びを実現できる美術科授業のあり方をさぐるため，鑑賞の指導
中心として題材検討を行います。

次期学習指導要領の動向に基づいた美術科授業のあり方を考察することを目的とします。

「主体的・対話的で深い学び」，学習指導要領，鑑賞

陶芸実技「土の表情」の発見と応用 ３．０Ｈ

S055

87



◇　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】

(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。

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

１．５H隷書の技法の再確認

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

到達目標・確認指標呉昌碩の「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。

篆書の技法の再確認

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。

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。

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。

１．５H

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

講習形態 実技形式

・隷書　・呉譲之　・曹全碑

「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

「祭姪文稿」を読む １．５H

講習形態 講義形式

(担当講師：谷川 雅夫)

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

芸術科・書道

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、その内容を知る。２コマ目
の後半に、受講した内容についての筆記試験を行う。３・４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。３・４コマの実技講義の後半に、実技考査を行い、評価する。

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

奈良教育大学

(担当講師：谷川 雅夫)

会場

講義・実技６Ｈ高等学校書道教諭

講師名(所属・職名等)

20人平成31年8月23日（金）

定員日程
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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】

高橋 裕子（天理大学・教授）
稲葉 慎太郎（天理大学・講師）
軽米 克尊（天理大学・講師）

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①②各２５点＋小テーマ③５０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③：剣道具及び竹刀は貸し出しが可能です。剣道着・袴を準備してください。

到達目標・確認指標

キーワード

有効打突の条件について理解をし、有効打突の判定をすることが出来る。

試験方法
小テーマ①：講義の最後に１５分程度の筆記試験を行う。
小テーマ②：講義の最後に２０分程度の筆記試験を行う。
小テーマ③：演習（実技）の最後に１５分程度の筆記試験を行う。

講習形態

気・剣・体の一致　残心　有効打突の判定

講習内容

３．０ H

講習形態

１．剣道の特性（有効打突、対人性）の説明と理解を促す指導法の紹介
２．有効打突の判定

演習（実技）形式

体育授業における剣道の指導法 （担当講師：軽米 克尊）

１．５ H

講義形式

（担当講師：高橋 裕子）

１．５ H （担当講師：稲葉 慎太郎）

平素の教育活動のなかから、学校保健に関する課題を確認する。

学校保健管理、アレルギー・アナフィラキシーショック、保健学習、新学習指導要領（保健）、学校保健史

キーワード

講義・演習（実技）６Ｈ中学校・高等学校保健体育教諭保健体育科における教科指導

地域スポーツ振興、ネットワーク、総合型地域スポーツクラブ、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）

地域スポーツ振興における学校の位置づけ

わが国の地域スポーツ振興における多様なネットワークにおいて、ヒューマン・ハード・ソフト・情報の面において学校が
不可欠な存在であることを理解する。

講習内容

講習形態

平成31年8月20日(火)

講習名 主な受講対象者 時間 講習形態

到達目標・確認指標

地域スポーツ振興と学校

講義形式

天理大学 体育学部キャンパス

最近の学校保健の課題とこれまでの歴史

30人

キーワード

最近の学校保健上の課題やこれまでの歴史について知りながら、学校教育における学校保健の役割について理解を
深める。

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
講義と演習（実技）を開講する。講義では「最近の学校保健の課題とこれまでの歴史」と「地域スポーツ振興と学校」、演習（実技）では「体育
授業における剣道の指導法」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。

講師名(所属・職名等)定員日程

会場

講習内容
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