
. 

免許更新が２巡目（既に免許更新済）の方へ：前回取得した受講者ＩＤは使用できませんので、新たに受講者ＩＤを取得してください。 

山口大学教員免許状更新講習ホームページ
山口大学 更新講習 検 索

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/institute/_5397/_5620.html 



受講対象者について（※旧免許状・新免許状共通） 

教員免許状更新講習の受講対象者（講習を受講できる者）は、普通免許状又は 

特別免許状を有する方で、以下に該当する方です。 

⑴ 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） 

⑵ 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

⑶ 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 

⑷ (3)に準ずる者として免許管理者が定める者 

⑸ 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 

⑹ 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 

⑺ 教員採用内定者 

⑻ 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 

⑼ 過去に教員として勤務した経験のある者 

⑽ 認定こども園で勤務する保育士 

⑾ 認可保育所で勤務する保育士 

⑿ 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士 

※校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、優秀教員表彰者などは、免許管理者（都道府県教育
委員会）に申請することにより更新講習が免除される場合があります。詳細は、都道府
県教育委員会でご確認ください。 

令和 3年度の受講対象者（※旧免許状・新免許状で異なります）

■ 旧免許状(平成 21 年 3 月 31 日までに授与された免許状)の場合 

教諭又は養護教諭(※注)の免許状を所持する方で、生年月日が 

下記の【表 1】に該当する方です。 

【表 1】

対象となる生年月日 修了確認期限

平成 24年 3月 31日を修了確認期限として
更新手続きを行った方で

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日
昭和 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日
昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日

令和 4年 3月 31日
（２０２２／０３／３１） 

平成 25年 3月 31日を修了確認期限として
更新手続きを行った方で

昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日
昭和 42年 4月 2日～昭和 43年 4月 1日
昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日

令和 5年 3月 31日
（２０２３／０３／３１） 

※注 栄養教諭の旧免許状を所持する方は、その授与日によって最初の修了確 

認期限が定められています。詳細は、文部科学省のホームページ（「教員 
免許更新制>修了確認期限をチェック」）でご確認ください。 

※ 現在、休眠状態の免許状を所有する方は随時更新講習の受講が可能です。 

■ 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) 
の場合 

免許状に記載されている「有効期間の満了の日」が 

「令和 4年 3月 31日」及び「令和 5年 3月 31日」の方 
(平成 34年 3月 31日) (平成 35年 3月 31日) 

※ 異なる複数の新免許状を所持する場合、すべての免許状の有効期間は、 
最も遅い「有効期間の満了の日」に自動的に統一されます。 

※ 平成 21年 3 月 31 日以前に取得した免許状を 1つでも所持している場合は、

    旧免許状所持者の扱いとなり【表 1】に沿って受講することとなります。 
    (旧免許状と新免許状を個人で併せ持つことはありません) 

ご自身が受講対象者に該当するかは、個人の事情により異なりますので、詳細は、 
文部科学省のホームページ(「教員免許更新制>教員免許状の有効期間確認ツー 
ルについて～更新時期確認の御参考に～」)でご確認ください。 

▶ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm



教員免許更新制について 

修了確認期限(有効期間の満了の日)の 2 ｹ月前までの 2年間に、必修領域 6時間、

選択必修領域 6時間、選択領域 18時間で計 30 時間以上の更新講習を受講・修了し、

免許管理者(都道府県教育委員会)に更新講習修了確認の申請を行う必要があります

教員免許更新制の詳細については、文部科学省のホームページをご覧ください。

（▶ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm） 

受講申込方法について 

受講申込の手続きは、インターネット上で行う講習の予約［予約申込］と、 

予約申込後に受講料を納入し、受講申込書（受講資格証明）を大学に提出（郵送）

する［本申込］があります。 

［予約申込］は、『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』で行います。

申込期間について 

 本学では申込期間は３期に分けられています。 

履修認定について 

本学では期毎に履修認定を行います。履修証明書の発送は下記のとおり 

予定しています。 

第Ⅰ期：令和 3年 8月初旬予定
第Ⅱ期：令和 3年 9月中旬予定
第Ⅲ期：令和 4年 1月中旬予定

『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』 へのアクセス手順

●「山口大学 教員免許状更新講習」ホームページからアクセス 

または、アドレスバーに以下のＵＲＬを直接入力します

▶ http://www.yamaguchi-u.ac.jp/institute/_5397/_5620.html 

申込期 ［予約申込］ 期間(日時)  (※注)
［本申込］ 
締切日

第Ⅰ期 4月 2日(金) 6:00 ～  4月 10日(土) 24:00  4月 28日(水)

第Ⅱ期 5月 21日(金) 6:00 ～  5月 29日(土) 24:00  6月 17日(木)

第Ⅲ期 9月 24日(金) 6:00 ～ 10月 2日(土) 24:00 10月 21日(木)

※注 システムの稼働時間は 6:00～27:00 です。ただし、【予約申込】期間

の最終日は、24:00 までとなりますので、ご注意ください。 

山口大学 更新講習

30時間の講習を修了した後は、各自で免許管理者(※)(都道府県教育委員会)
へ修了確認の申請手続きを行ってください。(更新講習を受講・修了しただけでは 
免許状は更新されません) 
※免許管理者
   現職教員の場合:勤務する学校が所在する都道府県教育委員会 
   現職教員として勤務していない場合:住所地の都道府県教育委員会 ※「中国・四国六大学教員免許状更新講習システム」の操作方法については、 

「山口大学 教員免許状更新講習」ホームページの「システム操作について」 
を参照してください。 

をクリック



山口大学教員免許状更新講習受講手続きの流れ 

受講者 ID 取得

『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』にログインし、受講者情報登録を行って受講者ＩＤを取得

してください。 
※受講者ＩＤは、予約申込受付前でも取得可能です。 
※昨年度、受講者ＩＤを取得されて引き続き講習を受講される方は、そのまま現在の受講者ＩＤをお使い 
ください。(改めて取得する必要はありません) 

※免許更新が２巡目（既に免許更新済）の方は、前回取得した受講者ＩＤは使用できませんので、新たに 
受講者ＩＤを取得してください。 

予約申込 
［予約申込］期間中に、『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』にログインし、受講したい講習の
予約申込をしてください。
※申込みは先着順で、定員になり次第、締切りとなります。 
※システムの稼働時間は 6:00～27:00 です。ただし、［予約申込］期間の最終日は 24:00 までとなります 
ので、ご注意ください。

本申込 
［予約申込］期間終了後、本学より本申込に必要な書類を郵送しますので、同封されている「本申込手続
案内」にしたがって［本申込］締切日までに手続き（郵送）をしてください。 

※「受講申込書」に学校長等から受講対象者であることの証明（公印を押印）を受けてください。 

※「受講料払込取扱票」で受講料を納入してください。

受講決定 本学で受講資格と受講料の入金を確認後、受講を決定（申込手続完了）します。 

※受講が決定すると、登録されたメールアドレスに「受講決定」のメールが届きますのでご確認ください。

 講習受講・試験
[本申込]締切後に、受講票・テキスト・会場案内を郵送しますので、講習当日ご持参のうえ、所定のキャ

ンパスにお越しください。 

※受付時に本人確認を行いますので、写真貼付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。

修了確認申請 
本学より、履修証明書を郵送しますので、免許管理者（都道府県教育委員会等）へ修了確認申請をしてくだ

さい。 

※申請は、修了確認期限（有効期間の満了の日）の 2 ｹ月前までに各都道府県教育委員会で行ってください。

Ｗｅｂで！

Ｗｅｂで！



【予約申込】に際しての注意事項

■履修認定対象職種について 
選択領域については、対象職種（免許状の種類）別に講習が開設されています。

対象職種（免許種）に該当しない講習を受講しても履修認定をうけられません 

のでご注意ください。 

例）教諭の方は対象職種｢養護教諭｣｢栄養教諭｣の講習を受講しても履修認定を受けられません

■主な受講対象者について 
選択必修領域と選択領域については、主な受講対象者として、校種や教科が 

示されています。対象外の校種・教科の免許状をお持ちの方でも履修認定対 

象職種に該当すれば受講することが可能ですが、あくまで表示されている校 

種・教科を対象とした講習であることをご理解のうえお申込みください。 

■講習の開催について 
講習の受講を希望された場合でも、申込者が一定数に満たない等の理由から、

講習を開催しないことがありますので、予めご了承ください。 

■重複受講について 
前年度または同年度に履修認定された講習と同じ内容（同名）の講習を受講 

した場合、履修認定を受けられませんのでご注意ください。 

（該当する講習は、「講習の概要」の欄に記載していますので、確認して 

ください） 

■Ｗeb による申込みができない場合について 
郵送、FAX、メール等での申込みは受付けていません。Ｗeb による申込みが 

出来ない方は、「更新講習についての問い合わせ先(※)」までご相談ください。 

■事前相談について 
障がいのある方については、対応が可能かどうか個別に協議させていただき 

ます。申し込む前に、メールまたは電話で「更新講習についての問い合わせ 

先(※)」までご相談ください。 

※「更新講習についての問い合わせ先」については、裏表紙をご覧ください。

選択領域の受講のしかたについて 

選択領域の受講のしかたは、旧免許状と新免許状で異なりますので

ご注意ください。 

■ 旧免許状(平成 21 年 3 月 31 日までに授与された免許状)の場合 

現在の「職」（教諭、養護教諭または栄養教諭の職）又は今後 

就くことを希望する「職」に応じた講習を受講してください。

例）小学校教諭免許状、養護教諭免許状を持っている場合 

（現在は小学校教諭として勤務している） 

対象職種(免許種)が｢教諭｣となっている選択領域講習を 18 時間 

以上受講・修了することで、持っている全ての免許状を更新する 

ことができます。 

■ 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)の

場合 

更新する「免許状」（教諭、養護教諭または栄養教諭の各免許状）

に応じた講習を受講してください。

例) 中学校教諭免許状(家庭)、栄養教諭免許状を持っている場合 
（対象職種(免許種)は「教諭」「栄養教諭」となる） 
中学校教諭免許状（家庭）を更新するためには、対象職種(免許種) 
が｢教諭｣の選択領域講習を 18時間以上受講・修了する必要があり、
また、栄養教諭免許状を更新するためには、対象職種(免許種)が 
｢栄養教諭｣の選択領域講習をそれぞれ 18 時間以上受講・修了する 
必要があります(必修領域、選択必修領域と合わせて合計 48時間 
以上)。 
ただし、対象職種(免許種)が「教諭、栄養教諭」と複数指定され 
ている選択領域講習であれば、18時間以上受講・修了することで、
中学校教諭免許状(家庭)及び栄養教諭免許状を一括して更新する 
ことができます(必修領域、選択必修領域と合わせて 30時間以上)。

詳細については、文部科学省のホームページ(「教員免許更新制
>講習開設情報>令和3年度免許状更新講習の認定一覧
>講習の選び方ガイド」)でご確認ください。 

▶ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 



●必修領域

7/3(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校教育の現状と課題

　【講師】 生嶌 亜樹子
　【講師】 伊藤  一統
　【講師】 押江 隆
　【講師】 恒吉 徹三

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理学等
の最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）」、「子どもの生
活の変化を踏まえた課題」の４つの視点から学校教育の「今」を概観
し、教育の現状と課題の理解を目指す。本講習では、上記４つの項
目を網羅的に取り扱う必要があるため、概説的内容となる。個別の
教育課題については、別途、選択必修領域等の講習で取り扱う。

175人 6時間 6,000円

7/11(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 幼児教育の現状と課題

　【講師】 生嶌 亜樹子
　【講師】 白石 敏行

「国の教育政策や世界の教育の動向」、「教員としての子ども観、教
育観等についての省察」、「子どもの発達に関する脳科学、心理学等
の最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。）」、「子どもの生
活の変化を踏まえた課題」の４つの視点から幼児教育の「今」を概観
し、教育の現状と課題の理解を目指す。本講習では、主な受講対象
として幼稚園教諭等を想定し、幼児教育に関連した事例を多く取り上
げる。

※必修領域の講習を複数回受講することはできません。

100人 6時間 6,000円

●選択必修領域

幼 小 中 高 特支

  現在教職にない免許状所有者のための
　　「学校を巡る近年の状況変化・基礎」

　　【講師】 生嶌 亜樹子

本講習は、主な受講対象者を現在教職にない免許状所有者および
講師勤務者とします。教職を離れている方、講師登録中の方、学校
以外の教育関係の仕事に就いている方などこれから教職に就く予定
や可能性のある方に加え、常勤・非常勤の講師として勤務している方
向けに、最新の教育や学校の変化に関する基本的な事項を中心に
わかりやすく解説し、受講者の方が今後の勤務に際して必要となる
知識・技能の修得をねらいとします。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 教育の情報化

　　【講師】 阿濱 茂樹

本講習では、初等中等教育における「教育の情報化」のねらいやこ
れまでの関連施策について述べる。そして、初等中等教育における
情報教育の体系について説明し、情報教育政策を紹介しながら我が
国の情報教育の方向性について考える。また、情報モラルに関する
学習指導の方法論について解説する。さらに、ICT やメディアを活用
した教育や学習の事例について紹介し、ICT を活用した学習デザイ
ンの演習（書画カメラ等の利活用演習を含む）を行う。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

特記事項

学校を巡る近年の状
況の変化

教諭
養護教諭
栄養教諭

現在教職
にない
方、講師
として勤
務してい
る方が対
象

教諭
養護教諭
栄養教諭

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。）等）

教諭
養護教諭
栄養教諭

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要
受講
定員

時間 受講料 取り扱う事項

受講
定員

時間 受講料
履修認定
対象職種

令和３年度山口大学教員免許状更新講習一覧

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

6/6(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

教諭
養護教諭
栄養教諭

履修認定
対象職種

主な受講対象者(学校種等)

第Ⅰ期 予約申込期間 令和3年4月2日（金）～令和3年4月10日（土）

講習の詳しい内容は、山口大学
ホームページのシラバスでご確
認ください。

※記載内容は、3月月10日現在
のものです。

Ｗｅｂで！

主な受講対象者について 幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭

「幼児教育の現状と課題」
は、幼稚園教諭の方が
主な受講対象者です!



幼 小 中 高 特支

山口大学
常盤キャンパス
（宇部市）

 市民のための分かりやすい防災の知識

 　【講師】 朝位 孝二
　 【講師】 鈴木 素之

わが国は地震、台風、洪水に見舞われる機会が多く、そのような自
然災害から身を守り、安心・安全な生活をするには、それらの発生機
構を理解するとともに、たとえば地震の際には慌てて屋外に出ること
なく、冷静に机等の下に身を入れる等の対応法や家庭での日頃から
の非常食・水等の備えをしておくことが必要である。本講習では、この
ことを概説し、最終的には教諭が本講座で習得した、このような知識
を学校教育において危機管理の対応や子どもの安全確保に指導的
立場になることを目指す。

100人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

　多文化コミュニケーションと国際理解
　：グローバル人材をどう育て、外国人児童
    生徒・保護者とどう向き合うか

　　【講師】 永井 涼子

本講習では、グローバル社会で国際的に活躍する人材を育成するた
めに必要な知識を、多文化コミュニケーション（異文化コミュニケー
ション）の視点から学ぶ。本講習を受講することで、日本人の児童・生
徒をグローバル人材として育てるために必要な知識（例えば「国際理
解教育」という科目で何を教えればよいのか等）が身につくだけでな
く、外国人の児童・生徒・その保護者に対してコミュニケーションをとる
際に生かすことができる。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

6/20(日)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

 情報化社会の現状と教育の情報化

　【講師】 浜本 義彦　　 　【講師】  間普 真吾
　【講師】 佐村 俊和　　　 【講師】  藤田 悠介

情報技術の発達は目覚ましく、学校教育においても教育の情報化は
日々進展しています。この講習では、日常生活に深く関わっている情
報技術の現状や最新動向について述べるとともに、若年利用者特有
の情報化社会におけるトラブル（ネット犯罪やネット被害など）につい
て説明し、学校教育における情報系リスクの回避・低減について考え
ます。さらに、情報技術を活用した教育の動向やその未来像につい
て説明を行います。

80人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

7/11(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

　今日の学校が抱える教育問題と組織として
　機能する学校のあり方について考える

　【講師】 前田 昌平
  【講師】 浦田 敏明

本講習では、受講者が所属する勤務校・園が抱える教育問題解決の
方途を探ります。そのために「組織的に取り組み、子どもが学習力を
身に付け、育っている事実を実現している学校の取組の事例」に学
びます。その際、異校・園種の受講者で構成するグループで現実場
面での対応を想起しながら事例を分析する作業を通して、組織の一
員としての対応に対する意識を高めるとともに、組織として機能する
学校・園のあり方についての考えを深めます。

25人 6時間 6,000円 ○ ○

7/18(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 児童生徒や学校が抱える教育課題と
 組織的対応の必要性

　【講師】 静屋 智

本講習では、学校での組織的対応の必要性について、その目的や
必要性についてこれまでの取組の経緯とともに述べる。そして、具体
的な組織的な取組について説明するとともに、それぞれが所属する
組織の取組状況を分析し、現在の取組の成果や課題等について考
える。また、組織としての教育力や課題解決力の向上に向けて、今
後のそれぞれの学校等の具体的な取組のあり方について考える。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 地形と歴史からたどる山口

　【講師】 森下 徹
  【講師】 楮原 京子

この講座では、まず、座学で地理学・歴史学による山口の町や景観
の読み方を学び、続く野外活動において、地図や絵図をもって街を歩
きながら、座学で学んだ地理学・歴史学の視点で、山口の街・道・土
地の利用について考察していく。

20人 6時間 6,000円 ○ 社会 地歴

 英語で読み解くイギリス文化の諸相

  【講師】 池園　宏

歴史、政治、階級、教育、芸術などイギリス文化の諸相について書か
れた英文テキストを題材にし、学習者の英語読解力や異文化理解を
高めるためのアプローチについて考察します。講習は講義と演習を
組み合わせた形で行います。受講の際には英和辞典や英英辞典な
どを持参してください。

20人 6時間 6,000円 英語 英語

 石膏レリーフ制作

  【講師】 上原 一明

学校で行う図画工作や美術における立体造形分野としてのレリーフ
制作を通して、粘土の活用と正しい石膏の取り扱いを指導する。主に
植物や身の周りにある物を使って直接粘土原型を作成し、石膏を流
すことでその物の形を取る。テーマに応じた物の選定や、構成力を育
む内容である。

16人 6時間 6,000円 ○ ○ 美術 美術

●選択領域

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

受講料
主な受講対象者講習の名称

［担当講師］
受講
定員

履修認定
対象職種

特記事項

主な受講対象者(学校種等)

特記事項
開催日

講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

教諭
養護教諭
栄養教諭

様々な問題に対する
組織的対応の必要性

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

様々な問題に対する
組織的対応の必要性

履修認定
対象職種

美術担当教諭
が対象

学校における危機管
理上の課題

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。）等）

受講料 取り扱う事項

教諭
養護教諭
栄養教諭

国際理解及び異文化
理解教育

講 習 の 概 要

講 習 の 概 要

受講
定員

時間

時間

教諭

教諭

6/19(土)

6/5(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

開催日
講習会場
（開催地）

主な受講対象者について 幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭 養護：養護教諭 栄養：栄養教諭



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 子ども理解を深める

  【講師】 川﨑 徳子

本講習では、乳幼児期からの子どもの発達について、生活や遊びの
様子など、具体的な子どもの姿から、子どもの行動や心の動きを読
み解きながら、子ども理解を深めていく。保育者や教師に必要な専門
性としての子ども理解として、乳幼児期の生活から小学校への移行
する子どもの発達を見通すことや、幼小の連携等、教育実践におけ
る現代的課題も含めて考えていくとともに、保育者や教師に必要な基
本的な姿勢や態度についても演習等を踏まえ、検討を行っていく。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 コンピュータの活用(記録メディア活用と
 注意点等)

  【講師】 岡田 耕一

近年の教育現場ではコンピュータを用いて教材の作成や成績の管理
等が行われることも多くなってきましたが記憶メディア(HDD やフラッ
シュメモリ等)に関するトラブルも頻発しており、深刻なデータ損失を招
く事態も数多く生じています。 本講習では記憶メディア及びそのデー
タ構造に関して基礎知識を得ると共に、万が一の事故によるデータ
の損失時に取り得る方法や、データの復旧を行う際に利用可能なソ
フト等の紹介をします。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 小・中学校における理科の授業
‐「主体的・対話的で深い学び」の実現に
      向けた授業改善の推進‐

  【講師】 佐伯 英人
　【講師】 西尾 幸一郎

平成29年告示の小・中学校学習指導要領について解説し、理科の授
業づくりについて考えます。そのため、各校で使用している理科の教
科書を１人１セット持参してください。プログラミング教育の演習も実
施します。また、理科教育にかかわる最新の情報についても紹介し
ます。小・中学校における事例を多く扱います。

20人 6時間 6,000円 ○ 理科

 特別支援の心理学

  【講師】 松岡 勝彦

特別支援を支える心理学（応用行動分析学）の基本的な考え方、LD・
ADHD・ASD等の特徴、子どもたちの示すさまざまな行動問題の分析
と具体的指導方法、指導上の留意事項、支援を必要とする子どもが
在籍する学級運営等について、近年の研究知見に基づき、わかりや
すく解説する（可能な限り多くの指導事例を紹介する）。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山口大学
常盤キャンパス
（宇部市）

 超スマート社会に向けて：電気の基礎知識
 とロボット・再生可能エネルギー技術

  【講師】 若佐 裕治
  【講師】 西藤 聖二

本講習の前半では、小・中・高校生にも理解できる資料を用いて、平
易な言葉で、身の回りの電気の基礎知識を深める講義を行う。また、
後半では、超スマート社会の実現に向けた電気技術の発展形とし
て、「ロボット」、「再生可能エネルギー」に関連するさまざまな技術を
紹介する。講習を通じて、電気の基礎と先端技術の面白さや課題を
生徒に伝えるためのいくつかのトピックスを提供する。

40人 6時間 6,000円 ※
技術
理科

理科
情報
工業

 古典詩歌の展開と本質

  【講師】 尾崎 千佳

本講習では、日本の古典文学のうち、古典詩歌の史的展開について
講じたあと、中学校・高等学校国語の定番教材である『奥の細道』を
とりあげ、専門的知見に依りつつ作品理解を深める。また、教育現場
でも応用できるような実作体験を通して、古典詩歌の本質を学ぶ。

30人 6時間 6,000円 国語 国語

 体験ランドアート

  【講師】 中野 良寿

近年の現代美術の表現方法の拡張は造形遊びなどに限らず学校現
場にも影響を与えており、従来の枠組みに収まらない表現も増えてき
ている。本講座では環境と美術の関係について、インスタレーション
およびランドアートの手法を使い作品制作および発表する。

20人 6時間 6,000円 ○ 美術 美術

宇部
フロンティア大学
（宇部市）

 童謡・唱歌を通しての歌唱指導と歌唱表現

  【講師】 久光 明美
  【講師】 佐々木 ちとせ

幼稚園、保育所の現場で今も歌い継がれている童謡、小学校で歌唱
共通教材として指示されている曲について、歴史的背景、エピソード
を知り、歌詞のもつ言語的特性を学びながら、歌唱指導と歌唱表現
する両方の視点から、呼吸法、発声技術、歌唱力の向上を実践的に
研修する。正確な旋律の範唱、声楽アンサンブルへと展開していき、
コンサート形式の実技発表を目指す。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

 環境に配慮した建築

  【講師】 小金井 真
  【講師】 桑原 亮一

建築は、安全性を確保しつつ、その時代の生活スタイル、社会システ
ム、エネルギー情勢、価値観の変化などを先取りしながら進化するこ
とが求められている。特に、資源枯渇や地球温暖化などの問題に対
しては生活スタイルの見直しとともに環境負荷低減型の建築物の創
造が要求される。我が国のCO2排出量の約40%は建築関連分野から
発生しているため、現在国策として建築物の省エネ化・省CO2化が進
められている。本講習では、環境に配慮した建築について学びます。

20人 6時間 6,000円 教諭
技術
家庭

工業
家庭

  身近な有機・高分子化合物から海洋
  プラスチック汚染まで

 　【講師】 鬼村 謙二郎

中学校の理科、高校の化学で学ぶ有機化学や高分子材料（プラス
チック）の性質や構造を身の回りにある材料を通して学び理解する。
さらに世界的な規模で広がっている海洋マイクロプラスチック汚染の
現状や問題点について説明する。これらの課題について国連サミット
で採択された持続可能な開発目標 (SDGs)「14. 海の豊かさを守ろう」
に対する国内外での取り組みや化学的な観点から「化学物質」の安
全性や地球環境の保全を解説する。

60人 6時間 6,000円 理科 理科

パソコン利用者
が対象

教諭

教諭

講習会場
（開催地）

受講料
履修認定
対象職種

講習の名称
［担当講師］

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

高校など他校
種の教諭も受
講可

教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

主な受講対象者

特記事項

※小学校教諭も
受講可

教諭
養護教諭

時間講 習 の 概 要
受講
定員

教諭

6/5(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

6/6(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

開催日

6/19(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

6/20(日)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

6/20(日)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

 児童生徒の問題行動の理解と対応（講習）

  【講師】 桝本 俊哉

児童生徒のさまざまな問題行動について児童生徒や保護者の心理
から理解し、学校現場での実際の対応について考える。具体的な事
例にもふれ、事例に合わせた個別の対応についても検討する。講習
は主に講義形式で進めるが、小グループでの検討と発表も行う。な
お、担当講師は公認心理師・臨床心理士であり、現職のスクールカ
ウンセラーとして小学校、中学校、高等学校にも勤務している。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

6/26(土)
通信式

(オンライン)講習
(自宅など)

 小中一貫教育研究発表大会

  【講師】 霜川 正幸
  【講師】 森本 忠寿

※この講習は、対面授業ではなく、通信式(オンライン)講習です。
○同時双方向型（Web会議システム「Zoom」）において実施する附属
　 光小・中学校の研究発表大会に終日参加してください。
○小・中学校9年間を学びを一貫教育として貫くカリキュラム、授業づ
   くり、学習指導のモデルが提案され、分科会で協議を行う。
○各教科等の授業の具体を通して「深い学びの在り方」とその方法
   が提案され、分科会で協議を行う。
○講演講師による講評と、小中一貫教育への歩みに関する講話が
   行われる。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

 食物アレルギーやⅠ型糖尿病をもつ子ども
 への対応

  【講師】 森永 八江

食物アレルギー（特にアトピー性皮膚炎）やⅠ型糖尿病を抱える児
童・生徒は、給食、調理実習を伴う家庭科の授業や日々の学校生活
面で注意が必要である。この講習ではアレルギーやⅠ型糖尿病のし
くみを講義するとともに、食物アレルギーやⅠ型糖尿病を抱える児
童・生徒へのより良い対応を考える。

40人 6時間 6,000円 ○ 家庭 家庭 ○ ○

 社会事象の考察と切り口

  【講師】 成富 敬

社会の様々な局面において、デジタル方式の情報通信技術を基盤と
する仕組みが作られています。この講義では、デジタル化の進展と関
係の深い集中と分散、開放と閉鎖、固定と可動といったキーワードを
例に、社会で発生する問題に対する切り口について参加者の皆さん
といっしょに考えます。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 子どもの育ちと環境を考える
　～応答的な関わり～

  【講師】 重村 美帆

「幼児は、環境との相互作用によって発達に必要な経験を積み重ね
ていく」という幼稚園教育要領の視点に立ち、「発達を促すためには、
活動の展開によって柔軟に変化し、幼児の興味や関心に応じて必要
な刺激が得られるような応答性のある環境」づくりについて、理解を
深めていく。さらに、保育実践の事例を通してグループワークを行
い、より実践的な保育づくりを目指す。

45人 6時間 6,000円 ○

 通常学級に在籍する神経発達障害児の
 理解と対応

  【講師】 木谷 秀勝

（１）神経発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍する学習障
害、ADHD、自閉スペクトラム症、発達性協調運動障害の基本的特徴
を理解する。（２）小学校から高校までの支援：学童期から思春期・青
年期までの発達的特徴を理解しながら、学習や対人関係のための支
援のポイントを考える。（３）心理アセスメントの基本的理解：WISC-Ⅳ
知能検査の基本的な視点を通して、神経発達障害児の特性を理解
する。（４）実際の事例を通して、支援の成果について検討する。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 漢字がつなぐ東アジア

  【講師】 更科 慎一

日本文化は、ともすれば西洋との対比或いは対決の図式で語られる
ことも多い。本講習では、東アジアのいわば世界文字である漢字を取
り上げて、漢字がユーラシア大陸東部にどのようなインパクトを与え
てきたか、また日本における漢字使用が東アジアの中でどのような位
置を占めるかを俯瞰することを通じて、日本の言語文化を理解する
上でのもう一つの世界的視点を提示できればと思っている。

30人 6時間 6,000円
国語
社会

国語
地歴

 自然界に潜む神秘の数列

  【講師】 只野 誉

ある規則に従って定まる数の並びのことを数列という。自然界の現象
の中には数列によって表されるものがしばしば見受けられる。例えば
ヒマワリの種の並びやウサギの繁殖は「フィボナッチ数列」と呼ばれ
る数列に沿うことが知られている。この講習ではこの「フィボナッチ数
列」に焦点を当て、その歴史や性質を解説する。自然界に潜む「フィ
ボナッチ数列」の具体例を取り上げ、その一般項がどのような形で表
されるかを考察してみたい。

20人 6時間 6,000円 数学

 理科の見方・考え方を育成する化学実験
 基礎講座

  【講師】 村上 清文
  【講師】 和泉 研二

主に小学校教員を対象とし、化学分野の実験を行いながら、基礎的
な事項を原点に立ち返って学習する。
さらに、理科の見方・考え方とは何か、またそれらを育成する理科教
育の在り方などについても、具体例を通して考えていく。

16人 6時間 6,000円 ○

受講料
主な受講対象者講習会場

（開催地）

教諭

教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

特記事項

教諭

教諭
養護教諭

教諭
養護教諭

履修認定
対象職種

教諭

教諭

時間
講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要
受講
定員

7/10(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

7/18(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

開催日



●必修領域

7/24(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校教育の現状と課題

　【講師】 佐々木 司
　【講師】 中谷 仁美
　【講師】 白石 敏行
　【講師】 熊井 将太

7月3日開設の「学校教育の現状と課題」参照

※必修領域の講習を複数回受講することはできません。
175人 6時間 6,000円

7/31(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校教育の現状と課題

　【講師】 松田 靖
　【講師】 吉鶴 修
　【講師】 小野 史典
　【講師】 生嶌 亜樹子

7月3日開設の「学校教育の現状と課題」参照

※必修領域の講習を複数回受講することはできません。
175人 6時間 6,000円

●選択必修領域

幼 小 中 高 特支

  アクティブな学びをつくる教科指導

　　【講師】 坂東 智子
  　【講師】 田本 正一

近年、主体的に学び、考える力を育成するためにアクティブラーニン
グが導入され、教科・領域横断的に学習することの必要性や「生きる
力」としての能力の育成が求められています。本講習では、教科を越
えて、多様な状況下にある先生方が、互いに実践を語り、共有し、か
つ教科を越えて、新たな授業の視点を取り入れることによって、自身
の置かれた状況の中で、授業実践をよりアクティブな学びのあるもの
にしていくことを目指します。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 これからの学校づくりと学校・家庭・地域の
 連携協働

　【講師】 霜川 正幸

社会の変化と学校を取り巻く教育環境、社会状況の変化は、児童生
徒や学校（教育）が抱える教育課題をますます多様化、複雑化、高度
化しています。学校に期待される役割も、学校教育の質的充実に対
する要請も年々高くなっています。子どもたちを地域の有為な後継
者・人材としてどのように育てていけば良いのでしょうか。これからの
学校づくりを学校・家庭・地域の連携協働、「チーム学校」の視点から
見つめ、グループワーク等を導入しながら共に考えていきましょう。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

8/18(水)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

　今求められる資質・能力を身に付ける総合
  的な学習の時間・総合的な探究の時間の
  カリキュラムデザイン・授業デザイン

　【講師】 藤上 真弓

今求められる資質・能力を子どもたちに系統的に身に付けていくため
に、総合的な学習の時間や総合的な探究の時間が果たさねばならな
い役割について明らかにしていきます。そして、各教科等における見
方・考え方と関連付けたカリキュラムデザインの工夫や具体的な授業
デザインの在り方について考えていきます。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

講習の名称
［担当講師］

講習会場
（開催地）

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

講 習 の 概 要

履修認定
対象職種

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

開催日

開催日

講習会場
（開催地）

8/1(日)

受講料

主な受講対象者（学校種等）

特記事項
取り扱う事項受講料

学校、家庭及び地域
の連携及び協働

講 習 の 概 要
受講
定員

時間
講習の名称
［担当講師］

免許法施行規則第２
条第1項の表備考第5
号に規定するカリ
キュラム・マネジメント

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

育成を目指す資質及
び能力を育むための
主体的・対話的で深
い学びの実現に向け
た授業改善

履修認定
対象職種

受講
定員

時間

第Ⅱ期 予約申込期間 令和3年5月21日（金）～令和3年5月29日（土）

幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭主な受講対象者について



幼 小 中 高 特支

8/18(水)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

キャリア教育（進路指導を含む）実践演習

　　【講師】 池田 廣司

子供たち一人一人が主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を
高め、しっかりとした勤労観・職業観を形成し、激しい社会の変化の
中で将来直面するであろう様々な課題に対応しつつ社会人・職業人
として自立していくことができるようにするキャリア教育の充実につい
ての講義内容となります。 また、キャリア教育の推進に当たって大切
となる、校種間及び家庭や地域との連携を踏まえた指導計画の作成
についての演習を行います。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

8/20(金)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

　基礎から学ぶ教育相談

　【講師】 春日 由美

教育相談における基本的態度（純粋性、無条件の肯定的配慮、共感
的理解、傾聴）や教育相談に必要な教師の資質（心理的安定やコ
ミュニケーション能力）、および児童生徒理解やいじめ・不登校への
基本的対応、保護者との関わり等について学ぶことを目的とする。ま
た講義だけでなく、個人や他者とのワーク（ストレスマネジメントや簡
単な遊戯療法）も行い、体験的に理解が深まるようにする。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

　学校安全の推進
　～安全教育、安全管理、組織活動の
     視点から～

　【講師】 佐々 廣子

教育活動を行う場においては、児童生徒等の安全が保障されること
が不可欠であり、併せて生涯にわたり自らの安全を確保することので
きる力を育成することも求められます。本講習では、学校管理下にお
ける事故の実態や学校安全上の課題をもとに、児童生徒等の命を守
る「安全教育」、「安全管理」、「組織活動」の取組について考え、組織
的対応力の強化と教員個々の実践的な危機対応力の向上を図るも
のとします。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 道徳資料を教材化してみよう

　【講師】 松岡 敬興

学校における道徳教育が抱える諸問題を取りあげ、実態を踏まえつ
つその改善を図るべく、正しい理解を深める。教材開発に取り組み、
「問題解決的な学習」、「体験的な学習（役割演技）」に関わる資料を
取りあげ、その特徴を検討し整理する。資料の読み込み、中心発問、
内面化に向けた手だて、ふりかえり、などに着目し、具体的な実践事
例を通して留意事項を体得する。自らの学級の子供たちの実態を踏
まえ、最終的に現任校で活用できる指導案の完成をめざす。

28人 6時間 6,000円 ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 自ら運動させるための心理学的アプローチ

  【講師】 上地 広昭

本講習では、運動行動変容に関わる心理学的知識を身につけ、学校
現場で活用することを目標とする。講習内容を１）運動行動変容の理
論、２）運動行動変容の実際、３）運動行動変容の効果の３つのテー
マに分けて、自ら運動させるためのアプローチについて論じる。

20人 6時間 6,000円 ○ ○
保健
体育

保健
体育

○

 代数学の基礎：初等整数論

  【講師】 大関 一秀

本講習では、代数学における「初等整数論」についての基礎的事項
を学ぶ。主に、合同式の基本的な理論について扱う。現代数学の根
底にある代数学の基礎的事項を学ぶことで、専門教科における視野
を広げ、そこで得た知見を教科指導に活かすことを目的としている。

20人 6時間 6,000円 数学 数学

 日本音楽入門：諸ジャンルの解説とその
 歴史

  【講師】 斎藤 完

日本における音楽の歴史を概観しながら、雅楽、能狂言、歌舞伎、人
形浄瑠璃などといった主要な音楽ジャンルの特徴をわかりやすく教
示する。なお、歴史については、「外来→土着化」によって特定のジャ
ンルが成立するまでを中心に扱うことを考えている。

30人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会
国語

音楽
地歴
公民
国語

8/21(土)

開催日

●選択領域

講習会場
（開催地） 特記事項

受講料 取り扱う事項

教諭
養護教諭
栄養教諭

様々な問題に対する
組織的対応の必要性
学校における危機管
理上の課題

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

進路指導及びキャリ
ア教育

受講
定員 特記事項

主な受講対象者

道徳教育

主な受講対象者（学校種等）

教諭
養護教諭

教諭

教諭

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

時間 受講料
履修認定
対象職種

教諭
養護教諭
栄養教諭

幼、小ま
たは中学
校教員免
許取得者
が主な対
象者

教育相談（いじめ及
び不登校への対応を
含む。）

履修認定
対象職種

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

時間

講 習 の 概 要

受講
定員

7/25(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭 養護：養護教諭 栄養：栄養教諭主な受講対象者について

→ 開催中止



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

7/31(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

探究学習づくりとティーチング・ポートフォ
 リオ

  【講師】 林  透

新・学習指導要領の策定に伴い、生徒の主体的で対話的で深い学び
を基本に、教科を超えて学校全体での探究学習の促進が求められて
いる。本講習の前半では、アクティブ・ラーニング型授業や学習評価
の取組実績を参考に、探究学習づくりのポイントについて学ぶ。その
上で、本講習の後半では、教育・学習の新しい姿が求められる中、教
師が自らの価値観（教育・学習観）を省察することが大切であり、その
ためのツールとして注目を集めるティーチング・ポートフォリオについ
て学び合う機会を提供する。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

 世界史の教科書と「歴史」理論

  【講師】 古賀 大介

世界史の教科書の書き手（研究者）に、これまで少なからず影響を与
えてきた数々の「歴史理論」・「歴史学」を振り返り、歴史理論と世界
史教科書との関係について考えます。ここでは、「ランケの歴史学」、
「発展段階論」、「近代化論」、「世界システム論」、「グローバル・ヒスト
リー」等を取り上げる予定です。講習時間は限られておりますので、
ポイントを整理した(詳細を省略した)、分かりやすい解説を心がけた
いと思います。

30人 6時間 6,000円 社会
地歴
公民

 西洋における音楽の歴史

　【講師】 斎藤 完

いわゆる大作曲家による名作を通時的に並べてその解説をおこなう
ことはせず、社会との関連に力点を置きながら西洋における音楽の
歴史を概観する。また、進歩史観ならびに西洋中心主義をキーワー
ドにして、西洋音楽史がどのように構築されているかにも言及する。

30人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

8/9（月）
～

8/10（火）

国立山口徳地
青少年自然の家
（山口市徳地）

 高め合う集団づくりをめざす体験活動の
 指導

　【講師】 新居 淳治  　  【講師】  鈴木 邦治
  【講師】 小林 真一  他

子供の発達段階に応じて、心身の成長に必要な体験活動の意義に
ついて理解を深めるとともに、学校等で体験活動を指導する上での
指導方法や安全管理について、実習を通して学び、体験活動を学級
経営や生徒指導に生かすことができるようになる。

＊この講習は宿泊を伴います。受講料の外､食費・シーツ代に
   かかる実費2,520円が必要です。
＊この講習の最小開催人数は12人です。

12人
～
40人

18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

7/14（水）
～

8/10（火）

通信式
(DVD視聴)講習
(自宅など)

  子どもの創造性を促す知財教育指導案
   ・教材作成

  【講師】 陳内 秀樹

※この講習は、対面授業ではなく、通信式(DVD視聴)講習です。

学習指導要領に知財教育の要素が規定され、教育現場における対
応が求められている。一方で、「生徒の課題発見・解決力を育み、そ
の創造を尊重し、社会に役立てよう」という、知財創造教育の考え方
は、まだ十分には周知・普遍化されていない。本講習では、知財教育
に関する必要な法的知識を理解し、全国の指導事例からその手法を
学ぶとともにワークショップ形式により指導の具体的要点を掴む。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 分子から生態レベルまでの生物学の実際

  【講師】 上野 秀一   【講師】 原 裕貴
  【講師】 小島 渉

生物学の分野はDNAなどの分子レベルの知見から、生態や動物行
動などのマクロのレベルまで多岐にわたる内容を扱っており、またそ
の進歩も著しい。この講習では、基礎的な分子生物学からその応用
例に至るまでのトピックスについて複数の担当者が講義形式で解説
を行う。また、研究室見学などの生物研究の実際に触れる機会も設
ける場合がある。

20人 6時間 6,000円 ※ 理科

 歌い方講座～発声から表現まで～

  【講師】 白岩 洵

歌唱技術のスキルアップを目的とし、講義形式による発声理論の解
説と個人レッスン形式で受講生全員に歌唱指導を実践する。個人
レッスンは公開で行い、多様な課題と対策について受講生全体で共
有を目指したい。本講習では、各自で歌唱課題を用意してもらう。小
学校・中学校の教材程度の課題が望ましい。

15人 6時間 6,000円 ○ ○ .音楽 .音楽

 消費者教育の教材と指導法

  【講師】 西 敦子

学校における消費者教育の現状を概説する。その後、小学校及び中
学校の家庭科授業で実施可能な消費者教育について、教材や指導
法を講義する。授業プログラムの作成やワークシートづくり等の演習
を含む。

30人 6時間 6,000円 ○ 家庭

講習会場
（開催地）

開催日
講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

特記事項

教諭
養護教諭

教諭

受講
定員

時間 受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者

※中学校(理科)
教諭も受講可

8/1(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

8/18(水)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

→ 開催中止



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 図画工作科、これをやって、あれをやめれ
 ば、もっと楽しくなる

  【講師】 吉田 貴富

図画工作科が児童にとっても教師にとってもより楽しくなるように、そ
して図画工作科がより充実するように、近年の動向を踏まえて吉田
流提案を行う。図工よりももっと広く、たとえば「協同的な学び」や「リ
レー指名」などについても講ずる。　【これをやってみませんか】①鑑
賞学習（特に対話型鑑賞）　②立体　③造形遊び　④美術史・美術理
論　⑤協同的な学び　【これをやめてみませんか（やめるだけで良くな
る）】①作らせっぱなし図工　②コンクール出品　③マニュアル化され
た図工　④リレー指名　⑤相互評価

30人 6時間 6,000円 ○

 小・中学校教員のためのプログラミング入門

  【講師】 川村 深雪

プログラミング的思考とは何かについて考察した後、プログラミング
教育の現状を紹介します。またコンピュータ動作原理を解説するとと
もに、scratchを用いて簡単なプログラミングを行うことによってプログ
ラミングの基礎を習得することを目的とします。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

 学校給食で山口県産小麦のパンが食べ
 られるのはすごいことなんです

  【講師】 高橋 肇
  【講師】 荒木 英樹
　【講師】 種市 豊

山口県では学校給食で県産小麦を100％使用したパンを提供してい
ます。これがいかに「すごい」ことなのかを地産地消をキーワードとし
て紐解きます。小麦・パンの地産地消がなぜ難しいのか？なぜ地産
地消することが求められるのか？地産地消によって何が期待される
のか？について考えてみます。学校給食を通じて、もっとも身近なパ
ンを素材として山口県の子どもたちに地産地消の食育教育を実践し
てもらうことを目指します。

50人 6時間 6,000円 ○ ○
家庭
農業

○

 子どもの育ちを支える声や音・音楽を活用
 した表現活動について

  【講師】 村上 玲子

新幼稚園教育要領（平成30年4月施行）から幼稚園教育において育
みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」につ
いて読み解く。乳幼児期は人間としての豊かな表現する力を育てる
重要な時期である。子どもの表現するプロセスを理解し、人間の表現
の基盤となる聴く力を育て、声や音・音楽を使った表現活動を通して
子どもの感性や創造性、さらに表現する力、音楽性を育てていく方法
を実践しながら学ぶ。さらに、声や音・音楽を通して保育者自身の豊
かな表現のスキルアップを目指す。

30人 6時間 6,000円 ○ ※

8/19（木）
～

8/20（金）

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

 児童生徒の問題行動の理解と対応
 （講習と事例検討）

　【講師】 桝本 俊哉

児童生徒の問題行動について児童生徒や保護者の心理から理解
し、学校現場での実際の対応について考える。具体的な事例にもふ
れ、事例ごとの個別の対応についても検討する。講習は主に講義形
式で進めるが、小グループでの検討と発表も行う。なお、担当講師は
公認心理師・臨床心理士であり、現職のスクールカウンセラーとして
小学校、中学校、高等学校にも勤務している。なお、本講習では希望
する受講者より提供された事例についても検討する。

※同じ内容の講習を複数回受講することはできません。
　 (6/20、11/28との重複受講はできません)

40人 12時間 12,000円 ○ ○ ○ ○

 分光学の世界

  【講師】 堀川 裕加
  【講師】 野崎 浩二

光を使って物を調べる分光学の歴史について振り返り、日本各地で
活用されている放射光施設における現代の研究例を紹介する。また
分光の原理が使われている身近なもの（糖度計や酸素濃度計）や偏
光が起こす現象（釣り用メガネやカメラの反射光フィルターをつけると
なぜ水中がよく見えるようになるのか）を解説する。実習では緑色
レーザーと偏光板を使い、水溶液中に溶かした砂糖の濃度測定を行
い、光と物質の相互作用の面白さを体験する。

20人 6時間 6,000円 ※ ※ 理科

 発育期のからだと運動・スポーツ

  【講師】 丹 信介

最近の子供の形態や運動能力の発育発達的変化の特徴について概説す
る。また、それを踏まえた発育期のスポーツ障害の特徴と予防法などにつ
いて講義し、 発育期の運動・スポーツの在り方や走・跳・投といった基本的
な動きの評価等について考察する。

40人 6時間 6,000円 ○ ○
保健
体育

○

 保育の質を高めるための記録について
 考える

  【講師】 中島 寿子

みなさんは日々の保育について「何を」「どのように」記録しています
か？記録をすることで「日々の保育の質が高まっている」という実感
があるでしょうか？この講習では、保育の記録について知りたいこと
悩んでいることを語り合ったり、様々な記録の例を検討したり、子ども
の映像を視聴して実際に記録を書いたりしながら、「保育の質を高め
るための記録」について一緒に考えていきます。

30人 6時間 6,000円 ○

8/19(木)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

8/20(金)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

講習会場
（開催地）

開催日
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幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 中国の大運河と後期中華帝国

  【講師】 滝野 正二郎

まず、紀元前５世紀、呉王夫差による邗溝建設に始まり、煬帝による
大運河完成、元代の大改修、19世紀半ばの大運河途絶を経て、現代
に至る中国大運河の歴史を概説した上で、明清時代における漕運事
業、清代の淮安関から見た商品流通の様態等を紹介することを通し
て、明清時代における国家・社会と大運河の関係について論じます。
なお、講習では、担当者が以前現地で撮影した画像なども紹介しつ
つ講義を進める予定にしています。

20人 6時間 6,000円 社会 地歴

 はじめて学ぶ英語史

  【講師】 岩部 浩三

英語史を学んだことのない人、忘れてしまった人のための易しい内容
です。英語は日本語に比べて歴史的に大きな変化を受けています。
英語の歴史を大まかな時代区分ごとに把握し、発音とつづり字の不
一致、不規則な活用形など、学習初期に苦労する内容の背景を理解
します。毎日使うものに限って不規則な形が残るため、学習初期には
覚えなければならないことがどうしても多くなります。このような初学
者の疑問や悩みに共感できるようになり、職務上の必要があれば簡
単なアドバイスができるだけの知識を身につけます。

40人 6時間 6,000円 ○ 英語 英語

 絵本や絵巻を活用した古典の授業づくり

  【講師】 坂東 智子

近年、主体的に学び、考える力を育成するためにアクティブラーニン
グが導入され、「伝統的言語文化」の指導においても、読解力だけで
なく、学習者が主体的に古典の価値を見出し「古典に親しむ」ことが
第一義的に求められている。本講習もそれを踏まえ、前半では「古典
に親しむ」授業づくりの理論を解説する。後半では、古典の受容の具
体物である絵本や絵巻、漫画や現代語訳なども参照しつつ、幼小中
高の系統的な「古典に親しむ」授業づくりを体験する演習を行う。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ 国語 国語

 サイエンスミュージアム教材活用術

  【講師】 松本 浩

小学校理科における地学分野の単元は、教諭にとって指導しづらい
単元である。そこで、科学館が教材制作した「流水実験装置による実
験」「化石のレプリカ制作実習」等を体験し、科学館がおこなっている
学校教育への支援のあり方や、児童に興味を喚起させるような授業
づくりのために科学館がもつ教育資源（モノ・ヒト）の活用術について
考察する。さらに、防災学習に結びつくような授業についても考察す
る。

20人 6時間 6,000円 ○ ※

 学校・学級で取り組むポジティブ行動支援

  【講師】 宮木 秀雄

離席や私語、暴言や暴力といった子どもの行動問題に対して、「望ま
しくない行動を罰する」のではなく「望ましい行動を育てる」という発想
のポジティブ行動支援について解説する。講習では、ポジティブ行動
支援の基礎となる応用行動分析学について解説した後、行動支援の
具体的な方法を演習を通して考える。また、子どもへの個別的な対応
だけでなく、学級全体、学校全体で取り組む行動支援についても考え
る。小学校における事例を多く扱います。

50人 6時間 6,000円 .※ ○ ※ ※ ○

 社会の中の「教育」を考える

  【講師】 桑畑 洋一郎

「教育」に関連する諸事象（この講習では例えば、学力格差、障害、
子どもの健康等を取り上げる予定である）が社会的に規定されている
こと、人々の日々の実践が新たに社会を作っていることを、上に例示
したものも含めて複数のトピックを通して学び、社会学的な視点を修
得することを目標とする。

100人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 教育に役立つ芸術療法

  【講師】 三島 瑞穂

描画と物語の構築を含む芸術療法の技法を、実際の実技を通して学
びます。幼児児童の主体的な思考や表現を促進するコミュニケーショ
ンのコツをつかみます。ワークを通して自分の中で起こる変化を実感
し、主体的な思考や表現が、創造性や判断力につながることを理解
します。また言葉に不器用さのある幼児児童、役割取得が難しい、能
力を発揮しにくい状態にあるといった事例にも適用できます。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

8/22(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）
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開催日

8/21(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

8/23(月)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）



●必修領域

12/12(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校教育の現状と課題

【講師】 田邉 恒美
　【講師】 福田 修
　【講師】 須藤 邦彦
　【講師】 田邊 敏明

7月3日開設の「学校教育の現状と課題」参照

※必修領域の講習を複数回受講することはできません。
175人 6時間 6,000円

●選択必修領域

幼 小 中 高 特支

12/11(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 法令改正と国の審議会の状況から教育の
 変化を学ぶ

　　【講師】 生嶌 亜樹子

本講習は、法令改正と国（文部科学省や内閣府）の審議会の状況か
ら、教育や学校がどう変化してきたのか、今後どう変化していくのか
について学びます。法令や答申の解説にあわせて、これらを学校現
場でどう受け止め、日常の教育実践にどう反映させていくのかを考え
ていきます。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 学習指導要領の改訂とこれからの学校教育
 の動向

　【講師】 中谷 仁美

本講習ではまず、教育課程の意義や学習指導要領の変遷について
確認します。次に、近年の学校現場の課題や教育改革を取り上げ、
学習指導要領の改訂のポイントを整理します。さらに、主体的・対話
的で深い学びの視点に基づいた模擬授業を行い、いわゆるアクティ
ブ・ラーニングについて体験を通して理解を深めます。また、「社会に
開かれた教育課程」の実現に向けた具体的な取組について、グルー
プ協議を行います。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

　学校における危機管理上の課題
　~いじめの未然防止や組織的対応を中心
     として~

　【講師】 和泉 研二

危機管理の基礎的考え方や危機発生の背後に潜む原因の本質を理
解することにより、日頃の学校教育活動を、未然防止を中心とする目
線で改善しようとすることができるようになる。特にいじめ対応や保護
者対応などを例として、危機発生時における教員並びに学校組織の
対応に関する事例研究やグループ演習等を通して、危機管理能力の
向上を図る。

24人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

　主体的・対話的な深い学びで学力を育てる
　 -協同学習の授業づくり-

　【講師】 沖林 洋平

アクティブラーニング、主体的・対話的な深い学び、あるいは学力や
学びの質の向上に効果的であると考えられている協同学習につい
て、心理教育、教育心理学、発達心理学などの視点に基づいて、学
習のために良質なコミュニケーションを促進する授業づくりについて、
講義やワークショップを通して理解を深めます。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

講習の名称
［担当講師］

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

講 習 の 概 要

開催日

教諭
養護教諭
栄養教諭

履修認定
対象職種

主な受講対象者（学校種等）
取り扱う事項
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対象職種

様々な問題に対する
組織的対応の必要性
学校における危機管
理上の課題

時間

受講料

学校を巡る近年の状
況の変化
学習指導要領の改訂
の動向等

受講
定員

教諭
養護教諭
栄養教諭

育成を目指す資質及
び能力を育むための
主体的・対話的で深
い学びの実現に向け
た授業改善

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

特記事項

受講
定員

時間

法令改正及び国の審
議会の状況等

教諭
養護教諭
栄養教諭

受講料

12/18(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

講習会場
（開催地）

開催日
講習会場
（開催地）

第Ⅲ期 予約申込期間 令和3年9月24日（金）～令和3年10月2日（土）

幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭主な受講対象者について



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 複素数を考える

  【講師】 柳下 剛広

複素数は虚数単位という現実ではありえない数を含む数の一体系で
ある。そのような数を考えることに疑念を感じるかもしれないが、それ
は実数だけでは見ることのできない世界を我々に見せてくれる。前半
では複素数の歴史的な生い立ちから始め、複素数を用いた平面図
形の表現およびその変換を扱う。後半は指数関数、三角関数を複素
数の範囲まで拡張し、その拡張によってわかる様々な性質や特徴を
観察する。

40人 6時間 6,000円 数学 数学

 竹のエネルギー利用とマテリアル利用

  【講師】 陳　献
  【講師】 田之上 健一郎
  【講師】 大木 順司

国内のバイオマス資源に着目すると、森林はもとより、管理が行えず
に放置された孟宗竹を主とする荒廃竹林の面積が約16 万ヘクター
ルとなっており、その有効活用を決定することが急務となっている。本
講義では、竹からのエネルギー利用としての燃料特性やマテリアル
利用としての合板やセラミックスなどの力学特性について機械工学的
な見地から概説する。さらに、竹から創製した合板の機械強度の測
定について実習を行う。

50人 6時間 6,000円 理科
理科
農業
工業

 廃棄物問題と循環型社会について

  【講師】 今井 剛
  【講師】 樋口 隆哉

廃棄物問題はすべての人々の生活に密着した問題であり、社会の仕
組みとも深く関連している。午前中の講習では、循環型社会形成に
向けたごみ処理のあり方を考えるための廃棄物問題の基礎について
説明する。午後の講習では、ごみの排出とその後の処理・処分につ
いて身近な具体例に基づいて説明するとともに、循環型社会形成に
向けたごみ問題への今後の取り組み方について考える。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

11/20
（土）
～
11/21
（日）

国立山口徳地
青少年自然の家
（山口市徳地）

 高め合う集団づくりをめざす体験活動の
 指導

　【講師】 新居 淳治  　  【講師】  鈴木 邦治
  【講師】 小林 真一  他

8月9～10日開設「高め合う集団づくりをめざす体験活動の指導」
参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。

＊この講習は宿泊を伴います。受講料の外､食費・シーツ代に
   かかる実費2,520円が必要です。
＊この講習の最小開催人数は12人です。

12人
～
40人

18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 運動遊び・学校体育における動作指導の
 方法づくり

  【講師】 青木 健

近年、昔であれば自然と身についたような運動動作が出来ない子ど
もが増加している。そこで、曲げる、伸ばす、廻すはもとより、投げる、
捕る、打つ、蹴る、跳ぶなどの各動作の基礎について、昔ながらの遊
びや新しいあそび（運動や体操）に運動学的な視点（コツ）を融合して
解説と実践をしていく。それにより各身体動作の仕組みについて受講
者自らが考えながら動き、その感覚を実感できることを基にして、運
動・動作指導の方法について考えていく。

40人 6時間 6,000円 ○ ○
保健
体育

 学校・学級で取り組むポジティブ行動支援

  【講師】 宮木 秀雄

8月22日開設「学校・学級で取り組むポジティブ行動支援」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
50人 6時間 6,000円 ※ ○ ※ ※ ○

 デジタルファブリケーション入門

  【講師】 森岡 弘

中学校技術科担当教諭をおもな対象として学校教育における新しい
ものづくりの手法であるデジタルファブリケーション技術について学
ぶ。デジタルファブリケーション技術とは３Dプリンタ、レーザーカッ
ター、CNC加工機などを用いたデジタルデータによる新しいものづくり
の手法である。実習では、代表的なデジタルデータを生成する手法
の一つである３ＤＣＡＤを使用する方法について演習する。

15人 6時間 6,000円 技術

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

教諭

教諭

教諭
養護教諭

講 習 の 概 要
受講
定員

教諭

教諭
養護教諭

履修認定
対象職種

主な受講対象者

※幼稚園、中・
高等学校教諭
も受講可

特記事項

教諭

教諭

受講料時間

11/20(土)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

●選択領域

11/21(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

幼：幼稚園教諭 小：小学校教諭 中：中学校教諭 高：高等学校教諭 特支：特別支援学校教諭 養護：養護教諭 栄養：栄養教諭主な受講対象者について



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

11/26(金)

山口大学教育学部
附属幼稚園

附属山口小学校
附属山口中学校
（山口市）

幼小中一貫教育実践研究発表会

　【講師】 佐野 之人       【講師】 大森 洋子
  【講師】 冨士本 武明    【講師】 中村 裕司
  【講師】 末永 勝明       【講師】 河村 寛美

幼稚園・小学校・中学校の１２年間の学びの連続性を踏まえた保育・
授業公開、教科領域別分科会、研究発表など、幼小中一貫教育の
推進に係る保育・授業づくりや指導方法、また新学習指導要領にお
ける育成すべき資質・能力、教科における見方・考え方について学ぶ
ことができる研修である。

75人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 プログラミング教育入門
 （プログラミング的思考とプログラミング
   実践）

  【講師】 中田 充

本講習は、「プログラミング的思考」について学び、プログラミングを
体験することで、「プログラミングの有益性や楽しさを理解する」ことを
目的とします。まず、「プログラミング教育の必要性・あり方」につい
て、主に小学校で取り扱う［プログラミング的思考」を中心に学習し、
次に、ビジュアルプログラミング言語を用いてプログラミング実践につ
いて学習します。その後、各教科等の授業におけるプログラミング的
思考の育成について検討します。

20人 6時間 6,000円 ○

 防災を園・学校でどう教えるか

  【講師】 三浦 房紀

文部科学省の新教育要領・学習指導要領を念頭において、子供たち
に防災（減災も含めて）をどのように教えるかを一緒に考える。具体
的な内容は以下の通り。１.日本における防災教育の変遷、２.過去の
大きな災害と教訓、３.これから起こることが考えられる災害、４.それら
災害にどのように備えるか、どのように教科の中で教えるか、５.防災
教育のための教材とその活用

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 教育に役立つ芸術療法

  【講師】 三島 瑞穂

8月23日開設「教育に役立つ芸術療法」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
20人 6時間 6,000円 ○ ○

 過去の日本語と現代の日本語

  【講師】 中野 伸彦

ことばの使い方には時代による変化があることを、主に、近代の作品
（国語の教科書に掲載されている文学作品など）の中から、例を取り
上げて説明する。国語の教材を扱う際、ことばの時代的な変化に注
意を払う必要があることへの意識を高めることを目的とする。

30人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

 グローバル経済とSDGｓ

  【講師】 森 朋也

「持続可能な開発目標（SDGｓ）」がビジネス、行政、教育などの様々
な領域で議論され、実践が取り組まれています。この背景の一つに
は、「グローバリゼーション」という国境を越えた「ヒト・モノ・カネ・情
報」の移動という超国家的な現象があるといわれています。本講習で
は、「グローバリゼーション」、「SDGｓ」をどのように教育の現場で応
用できるかを参加者とともに学んでいきます。私自身も学び始めてい
る段階であり、参加者とともに、教育への応用を発見できればと思い
ます。

20人 6時間 6,000円 ○ 社会 公民

 算数・数学科におけるアクティブ・ラーニング

  【講師】 関口 靖広

学校教育において今日求められているアクティブ・ラーニングにおい
ては、児童・生徒の主体的・対話的で深い学びを実現することが求め
られている。表面的な活動を超えて、真正の学びを実現するため、本
講習では、アクティブ・ラーニングに関わる背景と諸理論を解説し、
各々の教育現場の状況に合わせて算数・数学科で実践や評価をデ
ザインしていくための指針を議論する。

30人 6時間 6,000円 ○ 数学 数学

 英文テキストから考える国際理解
 ・異文化理解

  【講師】 小粥 良

国際理解や異文化理解にかかわる英語の文章をグループでディス
カッションしながら読解し、グループごとに議論の内容を発表していた
だきます。また、中学校の英語の教科書をグループで吟味し、国際理
解・異文化理解の内容がどのように取り上げられているかを発見して
いただきます。辞書は（印刷媒体のものでも電子辞書でも構いません
ので）ご持参ください。

40人 6時間 6,000円 ※ 英語 英語

開催日
講習の名称
［担当講師］

講習会場
（開催地）

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

教諭

講 習 の 概 要
履修認定
対象職種

教諭

教諭
※小学校教諭
も受講可

教諭

教諭

時間 受講料

教諭

特記事項

主な受講対象者受講
定員

11/27(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

11/28(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

→ 開催中止



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

11/28(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 児童生徒の問題行動の理解と対応（講習）

  【講師】 桝本 俊哉

6月20日開設「児童生徒の問題行動の理解と対応（講習）」参照

※同じ内容(同名)の講習を複数回受講することはできません。
　　(6/20、8/19～20との重複受講はできません)

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 代数学の考え方

  【講師】 飯寄 信保

まず、数学で用いられる論理・命題について復習する。特に、「定義」
に関すること、「合成命題」に関することなどについて考える。その
後、数の広がりを基に代数学の考え方について述べる。

30人 6時間 6,000円 数学 数学

 子どもの育ちを支える声や音・音楽を活用
 した表現活動について

  【講師】 村上 玲子

8月19日開設「子どもの育ちを支える声や音・音楽を活用した表現
活動について」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。

30人 6時間 6,000円 ○ ※

11/11（木）

～
12/8（水）

通信式
(DVD視聴)講習
(自宅など)

 教育現場における実践的著作権対応

  【講師】 陳内 秀樹

※この講習は、対面授業ではなく、通信式(DVD視聴)講習です。

ＩＴ活用の学習活動の進展、課題解決型学習の一般化、子どもたちの
日常生活へのIT技術の浸透、さらにはコロナ禍でのオンライン授業
のニーズの高まりにより、教育を担任する者も著作権法に代表される
知的財産法の基礎知識を獲得する必要に迫られている。ここでは、
授業時、教材作成時、授業映像の利用、研究会開催時、イベント・大
会開催の各場面に分けて、学校内で発生する著作権についてどのよ
うに対処すべきかを学ぶ。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 小学校外国語教育の授業作りと
 国際理解教育

  【講師】 石井 由理
  【講師】 猫田 和明

新学習指導要領のポイントを踏まえたうえで、小学校での外国語およ
び外国語活動の授業づくりに必要な基本的な知識・考え方、国際理
解教育との関連性について講義をする。また、実際の授業において
実践することを視野に入れた活動を行い、活動の仕組み方やその教
育的意義について理解を深めるとともに、クラスルーム・イングリッ
シュなどを含めた簡単な英語を用いて活動する機会を提供する。

40人 6時間 6,000円 ○

 特別支援の心理学

  【講師】 松岡 勝彦

6月6日開設「特別支援の心理学」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12/18(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 近現代日本における音楽文化史
  ：美空ひばりはなぜ大衆に支持され、
    なぜ知識人に非難されたのか

  【講師】 斎藤 完

近現代日本における文化に対する理解を、美空ひばりをキーワード
にして深めることを目指している。一般大衆はなぜ美空ひばりに熱狂
し、知識人たちはなぜ彼女を批判したのか。前者は敗戦後から高度
経済成長期にかけての社会的状況の反映であり、後者は明治以来
の西洋文化（音楽）の受容のあり方に起因していることを視聴覚資料
を駆使しながら解説する。

100人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

教諭
養護教諭
栄養教諭

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

12/5(日)

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

教諭
養護教諭

時間

教諭
養護教諭
栄養教諭

講 習 の 概 要
受講
定員

教諭

履修認定
対象職種

教諭

教諭

教諭
※小学校教諭も
受講可

主な受講対象者

特記事項
受講料

12/11(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）



山口大学 教育支援課教員免許係 

〒753-8511 山口県山口市吉田１６７７－１ 

ＴＥＬ：０８３－９３３－５０５６（土日祝を除く 8:30～17:15）  

ＦＡＸ：０８３－９３３－５２２５

Ｅ-mail：koushin＠yamaguchi-u.ac.jp 

山口大学 教員免許状更新講習ホームページ 

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/institute/_5397/_5620.html 

更新講習に 

ついての 

問い合わせ先


