
平成29年度 山口大学

受講対象者について 

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 

※個人の事情により受講資格は異なりますので、文部科学省のホームページあるいは勤務 

地または住所地の都道府県教育委員会でご確認ください。 

平成 29年度の受講対象者は、下記の【表１】【表 2】該当する方です。 

【表１】：教諭又は養護教諭の旧免許状(平成 21 年 3 月 31 日までに授与された 

免許状)を所持する方    

受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限

昭和 37年 4月 2日～昭和 38年 4月 1日
昭和 47年 4月 2日～昭和 48年 4月 1日
昭和 57年 4月 2日～昭和 58年 4月 1日

平成 30年 3月 31日

昭和 38年 4月 2日～昭和 39年 4月 1日
昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日
昭和 58年 4月 2日～昭和 59年 4月 1日

平成 31年 3月 31日

【表２】：栄養教諭の旧免許状(平成 21 年 3 月 31 日までに授与された免許状)を 

所持する方 

免許状を授与された日 最初の修了確認期限

平成 19年 4月 1日から平成 20年 3月 31日
までに栄養教諭の普通免許状を授与された方

平成 30年 3月 31日

平成 20年 4月 1日から平成 21年 3月 31日
までに栄養教諭の普通免許状を授与された方

平成 31年 3月 31日

※上記以外にも、修了確認期限を延長された等により受講対象者となる場合があります。

※新免許状所持者(平成 21 年 4 月以降に初めて免許状を授与された方)は、免許状に記載 

 されている有効期間満了日の 2年 2 ｹ月前～2 ｹ月前までの 2年間が受講期間になります。



教員免許更新制について 

修了確認期限の 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）。 

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。

システムの操作方法については、山口大学ウェブサイト「山口大学 教員免許状更新

講習」の【システム操作について】を参照してください。 

申込期間について 

 本学では期毎に申込み期間を設けています。 

第Ⅰ期予約申込開始日：平成 29年 4月 7日（金）6:00～
第Ⅱ期予約申込開始日：平成 29年 5月 26日（金）6:00～
第Ⅲ期予約申込開始日：平成 29年 9月 26日（火）6:00～

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：平成 29年 8月中旬予定
第Ⅱ期：平成 29年 9月中旬予定
第Ⅲ期：平成 30年 1月中旬予定

その他 

■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。

■障がいのある方へ：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、「更新講習についての問い合わせ先」までご相談ください。

『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』のアクセス手順 

①山口大学ウェブサイト「教員免許状更新講習」にアクセス 

②『中国・四国六大学教員免許状更新講習システム』にアクセス

山口大学ウェブサイト「教員免許状更新講習｣ページにある 

検索 

ネットで！

講習開催期 ［予約申込］ 期間 ※ ［本申込］締切日

第Ⅰ期 

6/11 ～ 7/22開催 
4月 7日(金) ～  4月 15日(土)  5月 9日(火) 

第Ⅱ期 

7/29 ～ 8/25開催
5月 26日(金)～  6月  3日(土)  6月 22日(木)

第Ⅲ期 

11/18～12/24開催
9月 26日(火)～ 10月  4日(水) 10月 26日(木)

※システムの稼働時間は 6時から 24 時ですので、その時間内にお申込みください。

山口大学 教員免許状更新講習 



●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

7/15（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 教育の最新事情

　【講師】佐々木 司
　【講師】伊藤 一統
　【講師】須藤 邦彦
　【講師】小杉 考司

教育を巡る最新の状況についての理解を深めるため、「国の教育政策や世界の教
育の動向」、「教員としての子ども観、教育観等についての省察」、「子どもの発達
に関する脳科学、心理学等における最新の知見（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」各項目を、大学教員や現場に精通
した元校長らが、それぞれ理論的・実践的な見地から講義します。

200人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

 学校を巡る近年の状況の変化と諸課題

　【講師】長友 義彦

本講習では、学習指導要領改訂をはじめ、近年の教育改革の動向について中央
教育審議会の答申等を踏まえて解説をします。さらに学校をめぐる諸課題の全国
的な動向について解説をするとともに、地域的な諸課題について演習を通して解
決のヒントを探ります。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 グローバル社会の英語教育－話せる英語，TOEICの
 活用法－

　【講師】山根 和明

東京オリンピックを３年後にひかえ、政府のグローバル人材育成方針とあいまって
英語熱が高まりを見せる一方、今の日本の学校英語教育では、話し、聞くという実
用的英語力を伸ばすことは難しい。どのようにＴＯＥＩＣ等を導入すれば実用英語能
力を養成できるのかを中心に、「生きた英語教育」に主眼を置き講習を進めます。
分かりやすい英文法の導入、授業での活用のヒントを提供し、話せる英語指導へ
の助言も行います。

30人 6時間 6,000円 英語 英語

 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

地震、台風、洪水等の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、災害への対応法を知り、家庭での日頃からの
備えをしておくことが必要です。本講習では、これらのことを概説し、教諭が本講座
で習得した知識により、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します。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 情報化社会の現状と教育の情報化

 　【講師】多田村 克己
　 【講師】中村 秀明

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 ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成29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
受講
定員

時間 受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者

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
履修認定
対象職種

主な受講対象者

6/24（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

学校を巡る近年
の状況の変化

教諭
養護教諭
栄養教諭

英語教育
教諭

養護教諭
栄養教諭

6/25（日）
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

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

受講申込み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、履修認定対象職種別に講習が開設されています。教諭の職にある方は「教諭」、養護教諭の職にある方は「養護教諭」、栄養教諭の職にある方は「栄養教諭」を履修認定対象職種に含む講習を
受講してください。
■主な受講対象者について
それぞれの講習には、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、申込み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。

第Ⅰ期 予約申込期間 平成29年4月7日（金）～平成29年4月15日（土）



幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

 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、学校が抱える教育問題に組織的に対応し、子どもの育ちの事実を生
み出している取組みの実例に学びながら、受講者自身の学校が抱える教育問題
の解決の方途を探ります。その際、校種の違う受講者５～６人のグループでの話し
合いや現実の対応場面を想定した実践的な演習を取り入れることで、学校の一員
としての自覚を高めるとともに、組織として機能する学校のあり方についての考え
を深めます。

50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 ○ ○

 世界の言葉は英語だけじゃない！児童・生徒の視野
 を広げる活動

　【講師】山本 冴里

この講習では、欧州で開発されたCARAP（言語と文化の多元的アプローチ）を参考
に、①おなじ内容を表す複数の言語を音や文字で比較する、②見知らぬ言語の絵
本を（知的に）読んでみる、といった活動を行い、③そうした活動を学校教育活動に
どのように活かせるか、を議論します。児童・生徒に、世界／日本の言語の多様性
を意識させよう、様々な言語への興味・関心を高める学校教育活動を考えよう、と
する先生方を歓迎します！

25人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 歴史学習の意味を考える

　【講師】岩崎 好成
　【講師】森下 徹

①「歴史を学ぶと何が得られるのか」、あるいは「歴史学習からは出来事それ自体
以外にどのようなことが学べるのか」という問いに対する回答を考えます。
②近世史を例にとり、歴史像の推移に関する近年の議論を取り上げます。
③以上を通して、歴史学習の意味について検討します。

50人 6時間 6,000円 ○ 社会

 ひと筆書きの数理

　【講師】鍛冶 静雄

数学という学問は、新しい理論や定理の発見を主たる目的としています。数学の新
しい理論はどういう風に作られるのでしょうか？
この講習では、「どのような図形が一筆書きできるだろうか？」という身近な問題を
題材として、数学の理論が生まれる行程が実際にどのように進んでゆくのかを紹
介します。

20人 6時間 6,000円 数学 数学

 小・中学校における理科の授業‐言語活動を充実さ
せる方法，授業づくりのポイントの解説，新教材の紹
 介など‐

　【講師】佐伯 英人
　【講師】寺田 勉

日本各地の小・中学校の理科の授業について、ビデオ等をもとに、言語活動を充
実させる方法、授業を展開するポイントについて解説します。また、タブレットPCを
使った新しい観察方法や身近な自然を教材化する方法などについて、実践事例を
もとに解説します。

20人 6時間 6,000円 ○ 理科

 食のはなし

　【講師】五島 淑子

食を取り巻く状況は大きく変化しています。食を理解するためには、食べものに対
する知識、食文化についての知識が必要です。この講習では、食文化、食品の知
識、食品の科学、山口県の食、食の情報などを取り上げ、食生活の課題や問題点
とともに小中学校における食の教育の重要性を講義します。

40人 6時間 6,000円 ○ 家庭 ○ ○

 体験・ランドアート

　【講師】中野 良寿

造形遊びのルーツともいえるランドア-トは近年の異常気象や地球環境の変化にと
もない、現代美術の様式としてあらたな脚光を浴びつつあります。本講習では様々
なランドアートの事例を紹介するとともに自然素材を中心とした材料を使い、場所、
行為などをふまえ、ランドアートの精神、造形表現を体験します。

30人 6時間 6,000円 ○ 美術 美術

 初歩から始めるGIS

　【講師】楮原 京子

次期学習指導要領では、社会科においてＧＩＳ（地理情報システム）に関連した学
習内容が導入されます。これに対応し、ＧＩＳを活用した教材作成できるスキルを習
得するとともに、身のまわりの様々な地理情報を活用できる力を育てる授業の在り
方や効果的な指導方法について考察します。模擬的な地域調査も取り入れ、初心
者向けのＧＩＳ講習を行います。

20人 6時間 6,000円 社会 地歴

 子どもの育ちと保育内容　～５領域を中心に～

　【講師】重村 美帆

子どもの発達段階に沿って計画・展開される保育内容の全体像、幼稚園教育要領
及び保育所保育指針における保育内容の概念を理解するとともに、５領域（人間
関係・環境・健康・言葉・表現）を統合し、総合的に関連付けて学びを深めていきま
す。さらに、保育実践の事例を通してグループワークを行い、より実践につながる
保育活動づくりを目指します。

30人 6時間 6,000円 ○

特別支援を支える心理学

　【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、わかりやすく解説します（可能な限り多くの指導事例を紹介し
ます）。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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
履修認定
対象職種

主な受講対象者

7/16（日）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

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

学校、家庭及び地
域の連携及び協
働

教諭
養護教諭
栄養教諭

国際理解及び異
文化理解教育

教諭
養護教諭
栄養教諭

●選択領域（受講者が任意に選択して受講する領域）

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
履修認定
対象職種

主な受講対象者

特記事項

6/11（日）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭
高校など他校種の先
生も受講可

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

6/17（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭 小学校教諭も受講可

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 東アジアの家族と親族

　【講師】小林 宏至

グローバル化、多様化がすすむ現代社会において、さまざまな場面で社会的、文
化的な背景が異なる人と接する機会が増加しています。本講習では、世界的に広
く見られる基本的な社会集団である家族、親族に焦点をあて、日本を含む東アジ
ア中心とした事例をとりあげながら、コミュニケーションやメンバーシップのあり方を
理解することを目的とします。

50人 6時間 6,000円 社会 公民

 植物の光合成から栽培管理まで～茶～

　【講師】柴田 勝

製茶や利き茶により、茶の味の違いがどのような成分によるものかを実体験し、ど
のように栽培すればおいしいお茶ができるのかを学びます。作物の生長・管理を理
解するために、最初に植物の光合成について学びます。次いで、日本茶を例に栽
培、管理、品種、嗜好性、輸出に対する障壁など多岐にわたり、俯瞰的な視点か
ら、農業や栽培管理について考えます。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ 理科
理科
農業

 生物学~細胞から個体まで~

　【講師】宮川 勇
　【講師】祐村 恵彦
　【講師】山中 明

生命の基本は細胞であり、細胞のしくみを知ることは生命の共通理解には欠かせ
ません。一方、分化した細胞の集合体である個体は、環境に適応して多様な生物
に進化を遂げています。本講習では、酵母、細胞性粘菌、昆虫を研究材料としてい
る講師のそれぞれの生物の特徴を活かした講義により、細胞から個体までの生物
学の最近の進歩について考察します。

20人 6時間 6,000円 理科 理科

6/24（土）
宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大
学短期大学部
（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します。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します。

25人 6時間 6,000円 ○ ○

 本当はとてもわかりにくい物理学　~生徒たちを正し
 い理解へ導くために~

　【講師】荻原 千聡

「力」に関連する概念について、これに対する人の感覚、理解のしかたを見直しま
す。人が自然科学を学ぶとき、理解を助けるもの、妨げるものは何か？教育現場
でこのような疑問が生じたときの答えに近づくヒントになるのではないかと考えま
す。

50人 6時間 6,000円 理科 理科

 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ます。小グループでの意見交流と発表も交え、具体的
な事例に合わせた個別の対応についても検討します。なお、担当講師は臨床心理
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
しています。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 国語セミナー（現代文）

　【講師】平野 芳信

本講習では、日本文学（現代文）作品を対象にし、その表現の特質と内容の本質
について講述します。専門的知見に依りつつ作品理解を深めることによって、教材
研究の深化に寄与することを企図しています。

50人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

 素粒子と宇宙の物理（講義）、物質の電気伝導の物
 理 （実験）

　【講師】白石 清
　【講師】藤原 哲也

素粒子と宇宙には密接な関係があり、近年、それらの謎が解き明かされようとして
います。最近の動向を理論物理学の視点から解説します。
また、物質の電気伝導特性について、簡単な講義を行った後、様々な物質の電気
抵抗の測定を行って、電気を良く通す物から全く通さない物まで様々な性質をもっ
た物質が身近に溢れていることを体験します。

20人 6時間 6,000円 理科 理科

 子ども理解を深める

　【講師】川﨑 徳子

教育の現場における幼児期の子どもの発達的な視点を再確認するとともに、子ど
もの生活や遊びの姿の事例を通して、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きます。子どもの体験している世界に近づくために、教
師として必要な基本的な姿勢や態度についても、保育学、心理学の見地から解説
を加えながら、その感覚を確認していけるように講義、あるいは、協議等を行いま
す。

30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通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解します。②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ます。③WISC-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します。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 パズルで鍛える論理的思考

　【講師】脇條 靖弘

論理は取り扱う事柄の内容には無関係で、どのような内容にも当てはまるもので
す。したがって、論理はあらゆる教科に共通の土台です。「論理的思考力」を磨くに
は、むしろ何の意味があるのか不明な内容について、論理だけをたよりに筋道を
立てて考えることが有用です。この講習では「嘘つきのパラドックス」に関連した論
理パズルを題材に、論理的思考力を磨く訓練をします。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

7/22（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 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

今日の学校教育におけるアクティブ・ラーニングでは、児童・生徒の能動的で深い
学びを実現することが求められています。表面的な活動を超えて、真正の学びを
実現するため、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
針を議論します。

50人 6時間 6,000円 ○ 数学 数学

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

教諭

時間 受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者

特記事項

教諭

教諭

6/25（日）
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

教諭
高校レベルの物理を
理解していれば、全て
の校種で受講可

教諭
養護教諭

7/1（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭
養護教諭

教諭
養護教諭

教諭

教諭

6/24（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 日本における音楽の歴史

　【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教示します。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
ます。

30人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

 ことばの仕組みを考える

　【講師】上田 由紀子

ヒトが生まれながらに持つ「ことばの仕組み」について、英語と日本語を例に以下
の４点について考えます。①言語の普遍性と個別性、②文の構造、③英語の疑問
文、④生徒に予測させる言語教育。ことばを教える立場の方に一度は触れてもら
いたい人間言語の本質的特性について取り上げ、人間言語に対する新たな視点
を感じてもらうことを目的とします。

20人 6時間 6,000円 英語 英語

 特別支援の教育学

　【講師】松田 信夫

障害（知的障害、自閉症、ＬＤ、ADHD等）のある児童生徒を念頭に置き、彼らの将
来の豊かな社会生活を目指し、教科・領域を合わせた指導の在り方や学習意欲を
高める指導の在り方等について、具体的事例をもとに解説します。また、通常学級
に在籍する配慮を要する幼児児童生徒への指導の在り方、並びに、その保護者へ
の対応のあり方を解説します。

100人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

7/30（日）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 教育の最新事情

　【講師】小川 勤
　【講師】岡崎 智利
　【講師】押江 隆
　【講師】田中 理絵

7月15日開設の「教育の最新事情」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
200人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8/10（木）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 教育の最新事情

　【講師】小川 勤
　【講師】長友 義彦
　【講師】白石 敏行
　【講師】恒吉 徹三

7月15日開設の「教育の最新事情」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
200人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

 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

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。
学校内外を組織性、協働性の視点から見つめ、これからの学校教育の在り方を共
に考えます。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 学校におけるリスクマネジメント　～いじめの未然防
 止と組織的対応～

　【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
ができるようにします。また、いじめ等を題材に事例研究やグループ演習を行い、
危機発生時において組織的に対応することの重要性を理解することで、危機管理
能力の向上を図ります。

48人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 アクティブな学びをつくる教科指導

　【講師】吉川 幸男
　【講師】坂東 智子

近年、主体的に学び主体的に考える力を育成するために多くの授業でアクティブ
ラーニングが導入され、「生きる力」としての知・徳・体を構成する能力・資質から、
教科・領域横断的に学習することの必要性や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、それぞれの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 ○ ○ ○ ○ ○

教諭

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称 講 習 の 概 要
受講
定員

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

教諭
養護教諭
栄養教諭

時間 受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者

特記事項

教諭

主な受講対象者

教諭
養護教諭
栄養教諭

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

時間 受講料
履修認定
対象職種

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

履修認定
対象職種

主な受講対象者

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

学習指導要領等
に基づき育成す
べき資質及び能
力を育むための
習得、活用及び探
究の学習過程を
見通した指導法
の工夫及び改善

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

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

7/22（土）

7/29（土）

第Ⅱ期 予約申込期間 平成29年5月26日（金）～平成29年6月3日（土）



幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

7/29（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 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、正しい理解を深めます。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しま
す。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します。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します。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 次期学習指導要領とこれからの学校教育の動向

　【講師】前原 隆志

本講義では、学習指導要領で求められてきた「生きる力」や、基礎基本の習得と、
思考力・判断力・表現力等の育成を中心に、教育の現状と課題を確認します。具体
的には、「アクティブ・ラーニング」等をキーワードとして新学習指導要領の理念を
理解し、学校現場における対応を考察します。また、各種調査からみた学校や児
童生徒の現状及び、教育に関わる動向等についても取り上げます。

100人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 学校安全の推進－生活安全・交通安全・災害安全の
 視点から－

　【講師】佐々 廣子

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、以下
のことについて検討します。
①児童生徒に生きる力としての「危険予測・回避能力」を培う安全教育の進め方
②学校安全の３領域（生活安全・交通安全・災害安全）における危機の予防と発生
時の対応の在り方
③教職員の危機対応力向上のための方策

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 計画的、組織的な進路指導及びキャリア教育実践演
 習

　【講師】板垣 育生
　【講師】池田 廣司

生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるようになるため
の計画的、組織的な進路指導の在り方について学びます。生徒指導が生徒の勤
労観・職業観を育てるキャリア教育の一環として重要な役割を果たすことからキャ
リア教育と関連した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講
義・演習を行います。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

8/3（木）
～

8/4（金）

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】今坂 雅志

学級経営や生徒指導に活かすことを念頭に、実習を通して人間関係づくりのプロ
グラムや野外炊飯などの指導方法を習得するとともに、宿泊学習の計画立案方法
や指導上の留意点について理解し、より効果的な体験活動の在り方を学びます。
※ この講習は宿泊を伴います。受講料の外，食費・シーツ代・傷害保険等にか
かる実費2,490円が必要です。

40人 18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 対話で作る小説の授業

　【講師】村上 林造

小説の授業においては、教室全体の対話の中で作品読解を深めるのが望ましい
が、実際の授業では、ともすれば教師が自分の作品解釈を生徒に押し付けること
になりがちです。本講習では、小説教材を用いて模擬授業を行い、対話による小
説読解の授業を作るためにどうすればよいか、受講生の方々とともに方法を模索
します。

40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す。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
用術について考察します。

20人 6時間 6,000円 ○

 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します。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します。

30人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

 英語の特徴を探る―比較言語学・対照言語学・認知
 言語学の観点から―

　【講師】武本 雅嗣

英語を他のゲルマン諸語やロマンス諸語と比較・対照することによってその特徴を
浮き彫りにし、接触言語の影響に着目して英語の特殊性について考察します。 ま
た、最近の認知言語学の知見に基づいて、英語独特の諸現象（語彙の意味変化、
種々の文法化、動詞や構文の用法拡張、構文の意味と制約など）について解説し
ます。

50人 6時間 6,000円 英語 英語

 幼児教育に役立つ芸術療法（描画と物語）

　【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。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児童、役割取得の難し
い児童、能力を発揮しにくい状態にある児童にも適用できます。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

8/17（木）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 理科野外実習 （地学分野－大地のつくり－）

　【講師】千々和 一豊

小・中学校理科で学習する「大地のつくり」は、私たちが暮らす自然環境を理解す
るうえで、重要な学習テーマの1つです。身近な自然(大地）を構成する地層・岩石
や化石の産状を直接観察することによって、自然物がわれわれに語りかける情報
を学習・理解しながら、自然をみる目を肥やし、当該分野の指導力の向上を図るこ
とを目指します。

20人 6時間 6,000円 ○ 理科

道徳教育
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
履修認定
対象職種

主な受講対象者

8/18（金）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

学習指導要領の
改訂の動向等

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

進路指導及び
キャリア教育

教諭
養護教諭
栄養教諭

●選択領域（受講者が任意に選択して受講する領域）

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

教諭

主な受講対象者履修認定
対象職種 特記事項

教諭
養護教諭

8/9（水）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭 中学校教諭も受講可

教諭

教諭

教諭



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 環境と熱エネルギー（加熱と断熱、そしてやさしく温め
 る）

　【講師】加藤 泰生

私たちは物質的に恵まれた豊かな生活を送っていますが、一方では地球温暖化や
地球規模の環境汚染、エネルギー資源の偏在、枯渇などエネルギー関連問題は
深刻です。人類社会が持続的に発展するためには、環境にやさしい優れたエネル
ギー技術の開発と調和が求められています。本講習では、これらエネルギー技術
の現状や将来についての概要をわかりやすく講義します。

50人 6時間 6,000円 理科
理科
工業

 環境に配慮した建築

　【講師】藤田 正則
　【講師】小金井 真

建築は古くから快適で安全な生活を目指した環境づくりに大きな役割を果たしてい
ます。また、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
ています。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ます。本講習では、安
全性と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
技術
家庭

工業
家庭

 ソフトコンピューティングと福祉機器への応用

　【講師】中島 翔太

ソフトコンピューティングにはAI技術や画像処理技術などの高度な情報処理技術
がありますが、本講習ではその理論と応用について講義します。応用では、上肢
障害者用食事支援ロボットや独居高齢者の安否確認通報システムなど具体的な
福祉機器への応用を説明します。

40人 6時間 6,000円 技術
工業
情報

 明治維新の諸問題

　【講師】池田 勇太

明治維新史について、概説的に政治史の経緯を追う話ではなく、例えば武家支配
の解体や文明開化、維新変革の理念の問題など、いくつかのテーマを設定して話
をします。

30人 6時間 6,000円 社会 地歴

 衣生活の新知識

　【講師】星野 裕之

最近市販されている衣料用繊維のうち、新しい素材、新しい機能について解説す
るとともに、最近の家庭用洗濯機、洗濯洗剤の動向を紹介します。また、最近のク
リーニング業者による洗濯事故事例も紹介し、その原因および消費者としての対
策を考察します。

40人 6時間 6,000円 ○ 家庭 家庭

 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

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す。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びます。また、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します。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

 特別な発達ニーズをもつ子どもの心理アセスメント

　【講師】須藤 邦彦

特別支援教育が実施されて10年が経過し、現場の教員は、特別な発達ニーズをも
つ子どもの状態や特性のアセスメントとその結果に沿った支援案の策定・実施を、
日常的な業務の中で「充実」させることが求められています。本講習では、子ども
の状態や特性を把握する心理アセスメント（主に心理検査）を現場に活用する観点
から検討し、上記課題に対応することを目標とします。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 アクティブ・ラーニングの実践と効果について考える

　【講師】林 透

大学教育での実践や最新の研究成果等を紹介しながら、アクティブ・ラーニングの
意義について学習します。本講習でも、受講者との対話を重視しながら展開し、ア
クティブ・ラーニングの導入方法や教育的効果に関する知識や技能の修得を目指
します。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

 日本語の特徴

　【講師】和田 学

現代日本語の文法・音韻等を言語学的観点から概観します。講習を通じて日本語
の文法が学校文法で規定されている範囲をはるかに超える豊かな体系であるとと
もに、精密かつ複雑な体系であることを示します。指示詞、活用、「は」と「が」、副
助詞などを扱う予定です。また、言語学的な観点から学校文法について論じます。

30人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

 現代中国を理解する～経済社会問題を通じて～

　【講師】陳 建平
　【講師】陳 禮俊
　【講師】袁 麗暉

中国経済改革は中国の国内に発展をもたらすことに止まらず、世界経済にも大き
な影響を与えています。しかし、中国の経済発展はこれからも持続するのかという
疑問を持つ方、経済発展の陰に潜んでいる環境問題、社会保障問題に関心を持
つ方も多いことでしょう。本講習はこれらの疑問や関心に触れながら、中国経済社
会問題を多角的にとらえ、その全体像を理解することを目的とします。

30人 6時間 6,000円 社会 公民

 プログラミング教育必修化に向けて

　【講師】川村 深雪

2020年度から必修化される方針のプログラミング教育。本講習では、コンピュータ
の仕組みからソフトウェア開発工程までを説明し、プログラミング的思考の教育へ
の提案を行います。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

 環境計測技術－雨を測る

　【講師】鈴木 賢士
　【講師】坂口 敦

環境計測技術として「雨を測る」技術を例に、その基本的な原理を講義し、最新の
観測技術を紹介します。また、パソコンによるマイコン制御技術を紹介し、簡単な電
子回路を用いた雨量計を組み立て、計測技術を実習します。

15人 6時間 6,000円 理科
農業
理科

教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

8/19（土）
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

時間
主な受講対象者

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

教諭

特記事項
受講料

履修認定
対象職種

教諭 高校教諭も受講可

教諭

8/22（火）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭

特別な発達ニーズをも
つ子どもに接する可能
性のある全教員

教諭

8/23（水）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭
国際理解教育に関心
のある中学校・高等学
校教諭



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、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います。図工よりもより
広く、「協同的な学び」や「リレー指名」などについても講じます。

40人 6時間 6,000円 ○

 運動行動変容の基礎

　【講師】上地 広昭

本講習では、運動行動変容に関わる基礎知識を身につけ、健康教育の現場で活
用することを目標に、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論じます。本講習の主な受講対象者は養
護教諭ですが、小中高の教諭の受講も可とします。

15人 6時間 6,000円 ○ 保体 保体 ○

 哲学してみよう！

　【講師】佐野 之人

「人間とは何か」を哲学します。何の変哲もない挨拶、自己紹介、開始の言葉を皮
切りに哲学の問いを立て、このような問いを哲学することを通じて人間が抱えるも
のを明らかにします。日常的な営みを題材にして生徒に自分が人間であることに
目を向けさせ、生徒に哲学的な議論をアクティヴに行わせる方法を共に学びます。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

8/24（木）
～

8/25（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ます。小グループでの意見交流と発表も交え、具体的
な事例に合わせた個別の対応についても検討します。また、2日目には参加者から
事例を募集し事例検討を行います。
※6月25日、11月25日開設の「児童生徒の問題行動の理解と対応（講習）」との重
複受講はできません。

40人 12時間 12,000円 ○ ○ ○ ○

 考え深め確かめる自然科学の授業

　【講師】栗田 克弘

授業における子どもたちの課題意識をどのように設定するか、学習集団における
討論活動をどのように組織するか、さらに実験や観察でどのように子どもたちの科
学的仮説を検証するのかを、理科の授業実践をもとに考察します。また、子どもた
ちの科学的認識を深める実験や観察についても実際に行いながら検討します。

20人 6時間 6,000円 ○ 理科

 子どもの創造性を促す知財教育教材作成

　【講師】木村 友久

学習指導要領に知財教育の要素が規定され、教育現場における一定の対応が求
められていますが、知財教育の定義や概念は必ずしも定まっておらず、現時点は
『創造性の涵養や知的財産の意義の理解等の観点から教育を実施できる教員の
養成』を促す段階でもあり、知財教材の蓄積も道半ばです。この講習では、ワーク
ショップ形式で、学習者の創造性涵養を目的とした知財教育教材を作成します。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

12/16（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 教育の最新事情

　【講師】熊井 将太
　【講師】福田 修
　【講師】小野 史典
　【講師】田邊 敏明

7月15日開設の「教育の最新事情」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
200人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

12/17（日）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 今求められる力を高める総合的な学習の時間のカリ
 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
で身に付けた知識・技能等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。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

受講料

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
担当講師

講 習 の 概 要

教諭
中・高(美術)教諭も受
講可

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
特記事項

教諭
養護教諭

教諭

履修認定
対象職種

主な受講対象者

受講
定員

教諭
養護教諭

教育相談に関心が高
い先生

8/25（金）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

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 概 要

主な受講対象者

時間 受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者

教諭
養護教諭
栄養教諭

受講
定員

時間 受講料 取り扱う事項
履修認定
対象職種

教科横断的な視
点からの教育活
動の改善を支える
教育課程の編
成、実施、評価及
び改善の一連の
取組

教諭
養護教諭
栄養教諭

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

8/24（木）

第Ⅲ期 予約申込期間 平成29年9月26日（火）～平成29年10月4日（水）



幼 小 中 高 特支 養護 栄養 特記

 不登校支援を通して学ぶ子ども理解  　→ 廃止

　【講師】大石 英史

近年の学校現場が直面している教育相談に関する主要テーマである、不登校とい
じめ問題を取り上げます。それを通して、今求められている教育相談の課題を理解
し、問題解決のための実践力を身につけることを目指しています。教育相談の実
践力を身につけられるよう、講義だけでなくグループワークも随時導入します。

30人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 小学校英語教育をとおした異文化理解

　【講師】石井 由理
　【講師】猫田 和明

小学校の外国語活動の場での実践を想定しつつ，学習指導要領を中心とした現
在の日本の学校教育政策における外国語活動，英語教育，異文化理解の動向お
よび英語教育，異文化理解教育の各分野の理論的背景を解説するとともに，様々
なアクティヴィティーを取り入れたわかりやすい授業づくりや指導について実践的
に学びます。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

初任
者～
中堅
教員
向け

 知識基盤社会における教育の情報化の理論と実践

　【講師】阿濱 茂樹

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
述べます。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ます。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します。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）を行います。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 足し算・掛け算と数の広がり

　【講師】飯寄 信保

算数・数学において最も基本的な概念である足し算・掛け算について、数の広が
り、数の性質に注目して考えます。

30人 6時間 6,000円 ○ 数学

 ものづくり指導法―エネルギー変換に関する技術―

　【講師】森岡 弘

中学校の技術担当教諭を主な対象として学校教育におけるものづくり指導の方法
論について学びます。特にエネルギー変換、メカトロニクスを中心とした基礎的な
内容を演習・実習形式により修得します。

15人 6時間 6,000円 技術

 アメリカ文化を家族から学ぶ

　【講師】藤本 幸伸

統計や映像資料、文学作品を使って、今日のアメリカ家族のあり方を学んでいきま
す。統計資料等によりアメリカ家族の現状を学び、その多様性と問題点を確認しま
す。映像作品は多くの人の関心事をテーマにすることが多いので、そこで取り上げ
られる家族の特徴を確認します。最後に、時間的余裕があれば、文学作品の中の
家族の特徴との比較を行い、映像作品の偏向を指摘します。

30人 6時間 6,000円 英語 英語

 幼児教育に役立つ芸術療法（描画と物語）

　【講師】三島 瑞穂

8月9日開催の「幼児教育に役立つ芸術療法（描画と物語）」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 ○ ○

 多様化する英語(Englishes)について考える

　【講師】松谷 緑

今や英語はEnglishesと呼ばれるほどに多様化の時代になりました。そんな時代に
生きる若者が「英語が使える」人になるために、英語を教える者としてどういった配
慮ができるのか。英文法を基礎から見直し、言語の社会的側面や認知言語学の
観点から、現在の英語の姿を考えます。グローバル化する英語の実態に照らして
コミュニケーションを支える基本的な知識を深めることを目指します。

40人 6時間 6,000円 ○ 英語 英語

 教育現場における実践的著作権対応

　【講師】木村 友久

ＩＴを活用した学習活動の進展、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
の基礎知識と一定の実務処理能力を獲得する必要に迫られています。ここでは、
講習の冒頭で著作権法の基礎知識を確認するとともに、授業時、教材作成時、授
業映像の利用、研究会開催時、生徒指導の各場面ごとに、演習形式で実践的な
著作権処理を検討します。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 現代教育の理論と実践

　【講師】河村 龍弌

わが国の教育に経験主義の教育が導入されて以来、既に半世紀の歳月が流れま
したが、その間、学習指導要領の改訂を始め、理論的にも実践的にも幾多の変遷
を余儀なくされてきました。本講においては、その発展的経緯を論究し、優れた実
践を概観するとともに、あわせてこれからの教育を展望し、知識基盤社会にあっ
て、『生きる力・人間力』を育成する教師の、教育力の高揚を図ります。

80人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11/25（土）
山口大学
常盤キャンパス
（宇部市）

 生活を支える有機・高分子材料

　【講師】鬼村 謙二郎

身の回りにある有機化合物や高分子材料の構造や性質を講義で学び、理解しま
す。さらに実習では最先端有機・高分子材料を用いた実験を行います。これらの講
義と実習により、身の回りの材料についての知識が深まります。

15人 6時間 6,000円 理科 理科

主な受講対象者

12/17（日）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

受講
定員

時間 受講料開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
担当講師

講 習 の 概 要 取り扱う事項
履修認定
対象職種

受講料
主な受講対象者

教育相談（いじめ
及び不登校への
対応を含む。）

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

●選択領域（受講者が任意に選択して受講する領域）

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
担当講師

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）

特記事項

11/18（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭

教諭

履修認定
対象職種

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

国際理解及び異
文化理解教育

11/23（木）

教諭
養護教諭
栄養教諭

講 習 の 概 要
受講
定員

時間



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 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25日開設の「児童生徒の問題行動の理解と対応（講習）」参照

※同名の講習を複数回受講することはできません。
40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 環境概論　（初心者向け）

　【講師】佐伯 隆
　【講師】隅本 倫徳

午前中の講義では、リサイクルや排出の流れ、循環型社会への取り組み、および
化学物質の自然環境下での変化など、環境問題を考える上で重要なテーマの一
つである「物質循環」について講義します。午後の講義では、地球温暖化とオゾン
層破壊という深刻な環境問題の原因について解説、その深刻さとわが国のエネル
ギー政策とを関連付けて概説します。さらに我々の身近でできる環境関連の取り
組みを実例とともに紹介することにより、学校教育で活用できる材料を提供しま
す。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 漢文講座

　【講師】南部 英彦

中唐時代を代表する文章家の一人である柳宗元による複数の伝記作品を取り上
げ、その読解を試みます。柳宗元は、伝記（「○○伝」）という形式を用いて、彼の
抱く人間観・為政者観などを表現しています。講習では、作品の内容を適宜おさえ
ながら、作品にこめた柳宗元の主意は何処にあるのか、またそこにはいかなる思
想的な傾向が現れているか、といった事柄について、解説を加えます。

40人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

 近代数学から見る和算

　【講師】幡谷 泰史

江戸時代に発達した和算において、微分積分や行列、関数といった概念がなかっ
たのにも関わらず、円周率の近似値を精度良く求める方法や、累乗の和の公式、
連立方程式の解公式なども知られていました。「活要算法」などの中から、いくつか
の話題を選び、近代数学の観点から彼らの足跡をたどります。

20人 6時間 6,000円 数学 数学

 美空ひばりと昭和の音楽文化

　【講師】斎藤 完

美空ひばりを通じて昭和の音楽文化を概観することで、近現代における文化史に
対する理解を深めることを目指します。戦前における西洋音楽の受容、レコード産
業による音楽の生産、流行歌をめぐる諸言説、敗戦後の音楽受容のあり方、高度
経済成長期における伝統音楽などを網羅しながら、近現代における音楽文化の諸
相を具体的に説明します。

100人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

 プログラミング教育入門

　【講師】中田 充
　【講師】葛 崎偉

プログラミング教育の小学校での必修化や中高等学校での充実が検討されていま
す。この様な状況に対応する第一歩として、本講習は、「教員自身がプログラミング
の楽しさを理解する」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」について学習し、次に、子供用プログラミング環境「Scratch」を用いて、プログ
ラム作成について学習します。その後、各自の授業における応用の可能性を検討
します。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 ベースボール型授業における運動指導の基礎

　【講師】青木 健

近年、学童期における野球に代表されるベースボール型種目の経験者は減少傾
向にありますが、投げる・打つ・捕るなどの各運動動作は、他の運動種目にも活用
できるものです。本講習ではそれぞれの動作の基礎を運動学的な観点を含めて実
践することで、各身体動作の仕組みについて自らが考えながら動き、その感覚を
実感することを基にして、運動指導のありかたを考えていきます。

30人 6時間 6,000円 ○

 経営学と契約法

　【講師】川村 一真
　【講師】小林 友則

前半はモチベーションおよびインセンティブ論について講義を行います。理論の説
明に加え、過去に行われた実証研究の結果についても解説します。後半は契約に
関する法的な規律について講義を行います。契約の意義とこれが守られるための
法的な仕組みについて解説します。

30人 6時間 6,000円
商業
公民

 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

7月1日開設「通常学級に在籍する神経発達障害児の理解と対応」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 ○ ○ ○ ○ ○

 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作成や成績管理等を行うことも多く
なって来ましたが、記憶メディアに関するトラブルによる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、
データ復旧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 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12/23（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 世界の教育改革と日本の教育課題（子どもの貧困問
 題）

　【講師】小川 勤

日本の教育が抱える課題は、海外の国々にとっても共通の課題となっていることも
多く、各国で様々な取り組みが行われています。教育に市場原理を導入し、競争に
より教育の質向上を目指しているイギリスの教育改革、ＰＩＳＡで世界１位の学力と
認定されたフィンランドの教育改革等について説明するとともに、近年、日本の教
育が直面している「子どもの貧困と学力格差問題」について解説します。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12/23（土）
～

12/24（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】今坂 雅志

8月3～4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。
40人 18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

特記事項

11/25（土）
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

受講料
履修認定
対象職種

主な受講対象者
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

教諭
養護教諭

12/2（土）
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭
養護教諭

教諭

教諭
養護教諭

プログラミング教育に
興味がある中学校・高
等学校教諭

教諭
中学校(保体)教諭も受
講可

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭

12/10（日）
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  ＦＡＸ：０８３－９３３－５２２５ 

Ｅ-mail：koushin＠yamaguchi-u.ac.jp 

山口大学ホームページ「山口県内大学連携教員免許状更新講習ガイド」の URL 
http://kyomen.jimu.yamaguchi-u.ac.jp/ 

山口大学教員免許状更新講習手続きの流れ 

更新講習に

ついての 

問い合わせ先

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』で受講者情報を登録し、受講者ＩＤを取得してください。い。

※受講者ＩＤは、予約申込受付前でも取得可能です。 
※既に取得済みの方は、改めての取得は不要です。

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』で受講する講習の予約申込をして

ください。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時から 24 時ですので、その時間内にお申込みください。

本学より 

本申込書類の送付

［予約申込］期間終了後、本学より「受講申込書」、「受講料払込取扱票」などの本申込に必要な書類を 

郵送します。

本申込 
③に同封されている「本申込手続案内」にしたがって受講料を払込み、関係書類を[本申込]締切日までに

大学に提出してください。 

※本申込の際は、学校長等から受講対象者であることの証明を受ける必要があります。 

受講決定 
本学で受講資格と受講料の入金を確認したうえで、受講を決定します。 

※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。

本学より 

受講票等の送付
[本申込]期間終了後、本学より、会場案内・受講票等を郵送します。


