
（平成 30 年度）

◆◆ 山口大学 教育支援課教員免許係 ◆◆

詳しくは

山口大学 更新講習



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、免許管理者である都道府県
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。 

※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 30 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 

下記の【表１】【表 2】に該当する方です。 

【表１】：教諭又は養護教諭の旧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 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

昭和 39年 4月 2日～昭和 40年 4月 1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 32年 3月 31日

※昭和 59 年 4 月 2 日以降生まれの全ての旧免許状所持者が該当します。 

【表２】：栄養教諭の旧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 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

※栄養教諭の旧免許状とそれ以外の旧免許状の両方を所持している場合も【表２】

に該当します。

■ 新免許状(平成 21 年 4 月 1 日以降に授与された免許状)の場合 

免許状に記載されている「有効期間の満了の日」が 

「平成 31年 3月 31日」及び「平成 32年 3月 31日」の方

※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】【表２】に沿って受講することと 

なります。 

※上記の受講対象者以外にも、修了確認期限（有効期間の満了の日）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。

★「旧免許状」と「新免許状」の見分け方
■旧免許状 平成 21年 3月 31 まで（教員免許更新制が導入される前まで）に授与され
た教員免許状のこと。有効期限として、生年月日等によって「最初の修了確認期限」が
割り振られています。 

■新免許状 平成 21年 4月 1 日以降（教員免許更新制の導入後）に初めて授与された
教員免許状のこと。有効期限として、教員免許状自体に「有効期間の満了の日」が記載
されています。「有効期間の満了の日」が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。 



山口大学教員免許状更新講習受講申込の流れ 

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』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。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」にしたがって手続きをし、締切日までに提出物を大学に郵送してください。 

※「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したうえで、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。

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）へ修了確認申請を行ってく

ださい。 

※申請は、修了確認期限（有効期間の満了の日）の 2 ｹ月前までに行ってください。 



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）。

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 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。 

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 30年 4月 6日（金）6:00～
第Ⅱ期予約申込開始日：平成 30年 5月 25日（金）6:00～
第Ⅲ期予約申込開始日：平成 30年 9月 25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 30年 8月中旬予定
第Ⅱ期：平成 30年 9月中旬予定
第Ⅲ期：平成 31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』へのアクセス手順 

①「中国・四国六大学教員免許状更新講習システム」 と入力して検索 

または、アドレスバーに以下のＵＲＬを直接入力して検索

http://www.kousinkousyu.jp/chuusi-u/l/

➁ 「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を直接入力してアクセス 

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

Ｗｅｂで！

講習開催期 ［予約申込］ 期間 ※ ［本申込］締切日

第Ⅰ期 

6/9 ～ 7/21開催 
4月 6日(金) ～  4月 14日(土)  5月 8日(火) 

第Ⅱ期 

7/28 ～ 8/24開催
5月 25日(金)～  6月  2日(土)  6月 22日(金)

第Ⅲ期 

11/17～12/24開催
9月 25日(火)～ 10月  3日(水) 10月 25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 更新講習 

中国・四国六大学教員免許状更新講習システム



.

●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

6/30(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】鈴木 宏
　【講師】押江 隆
　【講師】恒吉 徹三

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」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

7/15(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】伊藤 一統
　【講師】小野 史典
　【講師】生嶌 亜樹子

6月30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

6/16(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校巡る近年の状況～中教審答申等を踏まえ

　【講師】長友 義彦

本講習では、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、今後の教育の動向について解説をします。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課題
解決のヒントを探ります。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ 「教諭」

主な受講対象者(学校種等)
時間 受講料 取り扱う事項

特記事項

対象職種

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

教諭
養護教諭
栄養教諭

平成30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

対象職種

受講
定員

時間 受講料

教諭
養護教諭
栄養教諭

学校を巡る近年の状況の
変化

【予約申込】に際しての注意事項
■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。※受講方法については、右欄「★選択領域の受講のしかたにご注意ください」を参照してください。

■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。

■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。

第Ⅰ期 予約申込期間 平成30年4月6日（金）～平成30年4月14日（土）

更新講習は、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、計30時間以上を受講
する必要があります。

★選択領域の受講のしかたにご注意ください

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）に応じた

講習を受講してください。

■新免許状（平成21年4月1日以降に授与された免許状）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。



幼 小 中 高 特支

6/23(土)
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、洪水など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。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

6/24(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】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 ○ ○ ○ ○

 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向けに、
学校をとりまく状況の変化や進行中の教育改革に関する基本的な事項を中心に解
説し、受講者の方が教職に就くにあたって必要となる知識・技能を修得することを
ねらいとします。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 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の時間に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 ○ ○ ○ ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 江戸時代の女性と社会

　【講師】石田 俊

教科書に登場する人物はどうしても男性が多く、授業の内容も「男性の歴史」を追う
ことに終始しがちなのではないでしょうか。本講習では、江戸時代の女性のあり方
やその役割について、武家社会の女性を中心に解説します。

30人 6時間 6,000円 社会 地歴

 子どもの育ちと遊びを考える
～保育内容5領域を中心に～

　【講師】重村 美帆

幼児期の教育における「遊び」の位置づけを新幼稚園教育要領の保育内容から理
解するとともに、保育内容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、より実践につながる保育活動（遊び）づくりを目指す。

30人 6時間 6,000円 ○

 郷土・地域の地形や地質の成り立ちを学ぶ

　【講師】大和田 正明

山口県は海に囲まれつつ中国山地を含み，沿岸から山岳地域に至る多様な自然
環境に恵まれている。また，県内には４億年前に形成した岩石の存在が知られて
いる。すなわち，山口県は約４億年の年月をかけて今日に至り，その過程で様々な
変遷を遂げてきた。本講習では，野外観察を通して大地の形成過程を学習し，実
習・実技によってその成り立ちを読み取る技術の一端に触れながら自然観察法の
理解を深めていく。

20人 6時間 6,000円 理科 理科

 国際協力論（援助と開発途上国）

　【講師】大岩 隆明

世界で最も多くの人々が属し、最も多くの国が属するのは、いわゆる開発途上国と
呼ばれる国々です。特にアジアの国々を中心として、今後日本がますます関係を
強化する必要がある国々ですので、こういった開発途上国とはどのような国で、ど
のような特色を持っているのかを理解し、これまで主要な援助国である日本などが
援助などを通じてどのようにこれらの国々に関わってきたのかを把握します。その
上で、今後我々がこれらの国々といかに関わっていくべきなのか考えます。

20人 6時間 6,000円 社会
地歴
公民

6/10(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

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

前半は、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する。また、近年、開
発された新教材など、理科教育にかかわる最新の情報についても紹介する。後半
は、タブレットPCを使った新しい観察方法などについて解説する。そのため、１人１
台、スマートフォン（タブレットPC）を持参してください。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

現在教職にな
い者

受講料
主な受講対象者(学校種等)

特記事項

●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

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
高校など他の校種の
先生も受講可

6/9(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

教諭
理科に興味があれば
小学校教員も受講可

受講
定員

時間
主な受講対象者

特記事項

国際理解教育に興味
のある教員

学校における危機管理上
の課題

開催日

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）

国際理解及び異文化理
解教育

対象職種取り扱う事項

受講料 対象職種

学校を巡る近年の状況の
変化

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

教諭

7/14(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 英文テキストを通して考える国際理解・異文化理解

　【講師】小粥 良

英語で書かれた様々なテキストの読解を通して、国際理解・異文化理解について
考える。文学テキスト（英語への翻訳を含む）以外にも、新聞・雑誌の記事、国連機
関のパンフレット、国際理解教育用の教材など関連する様々なテキストを用いる。
理解を補助するために、ビデオ映像等も用いる。

40人 6時間 6,000円 英語 英語

 古典文学の教材研究

　【講師】吉村 誠

広く古典教材を対象に、古典の概念、見方や取り上げ方を講義する。
特に中学校の教科書教材となっている『万葉集』の歌について、最新の研究内容を
踏まえた上での学習指導要領に即した現場実践の方法やねらい、目的などをワー
クショップ型で受講生に考えてもらい、古典教材を対象に実践する上での注意点な
どを述べる。

40人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

石膏レリーフ制作

　【講師】上原 一明

学校教育における立体表現の実践においては、材料の問題や設備等の制約によ
る問題が生じる。粘土による造形は容易であるが、焼成を必要とするため、電気窯
の設備が必須となる。その粘土原型を石膏という材質に置き換えることができる
と、後に着彩も可能となり、表現の幅が広がる。その石膏の特質を生かした様々な
制作技法を指導する。

16人 6時間 6,000円 ○ 美術 美術

 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や合理的配慮等に
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）。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 視聴覚教材としてのテレビゲームの可能性

　【講師】熊谷 武洋

携帯ゲームアプリやパソコンゲームなど、いわゆるテレビ（ビデオ）ゲームは、子ど
もの生活環境に不可欠なものとなり、物心両面で大きな影響を与えています。その
ことを踏まえ、本講義ではテレビゲーム自体の是非や本質を理解し、先行事例や
課題点について検討します。次いで、視聴覚教材としてどのように積極的に活用し
ていくか、その具体的な内容設計について企画書制作を行い考察します。

15人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

6/23(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。

25人 6時間 6,000円 ○ ○

6/23(土)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

 センシングの基礎技術と福祉支援機器への応用

　【講師】中島 翔太

近年の少子高齢化に伴い，より知的で多様な福祉機器による高齢者支援が必要と
されてきている。本講習では，それらの福祉機器に使われる基礎的なセンサ技術
や信号処理技術についての理論と応用について講義する。応用では「独居高齢者
の安否確認通報システム」や「移動支援システム」など，日常生活に密接に関わる
最先端の福祉機器について最新の開発事例を交えて解説する。

40人 6時間 6,000円
技術
理科

理科
情報
工業

 関数をめぐって ～母関数と複素関数～

　【講師】池田 敏春
　【講師】柳下 剛広

数学の基本的な道具である関数は、実関数だけに留まらず様々な顔をもってい
る。前半では、離散と連続を結びつける１つの方法として、数列の母関数につい
て、その原理と基本的な手法を精選して平易な解説を行い、応用を通して数学的
思考の有効性にも言及したい。後半では、三角関数や指数関数など初等的な関数
が、複素数の関数へどのように拡張されるかを述べ、複素関数としてのそれらの関
連性や有用性について解説をする。

40人 6時間 6,000円 数学 数学

 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 ○ ○ ○ ○

6/29(金)

山口大学
教育学部

附属光小・中学校
（光市）

 小中一貫を見通した「見方・考え方」を発展させる授
業実践研究の進め方

　【講師】野村 厚志
　【講師】吉川 幸男
　【講師】森本 忠寿
　【講師】荒瀬 浩一

附属光小・中学校で実施される研究発表大会に参加し、授業実践及びその語りと
それに関する協議、指導講師による講話を聴講し、小中一貫を見通した「見方・考
え方」を発展させる授業実践及びそれに関する実践的な研究の進め方を学ぶ。学
習指導要領の改定を念頭に、育成する資質能力、「見方・考え方」を９年間一貫を
見通して計画するための、授業実践改善への着眼点や実践現場での研究方法に
関する理解を深めることを目的とする。

50人 6時間 6,000円 ○ ○

7/14(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 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く。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する。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する。

100人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○

教諭

受講料

6/10(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

6/16(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

受講
定員

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

教諭

教諭
養護教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

教諭

対象職種
主な受講対象者

特記事項
時間

教諭
養護教諭
栄養教諭

6/24(日)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

教諭



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 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LD、ADHD、高機能
ASD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。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 アクティブ・ラーニング型授業の実践と学修評価につ
いて考える

　【講師】林 透

近年、学校教育及び大学教育を問わず、生徒・学生の主体的な学びを促進するた
め、アクティブ・ラーニング型授業の実践が求められている。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ぶ。
本講習自体、受講者との対話を重視しながら展開し、アクティブ・ラーニング型授業
の導入方法や学修評価に関する知識や技能を修得する。

30人 6時間 6,000円 ○ ○

 運動と健康

　【講師】曽根 涼子

私たちの日常生活は、科学技術の進歩に伴う自動化、機械化や情報化によって大
変便利になっています。一方で、それらによる自ら活動する機会の減少は、運動不
足をもたらし生活習慣病を増やすなど、人々の健康を脅かしています。本講習で
は、運動不足や定期的な運動が身体に及ぼす影響について、主に循環系を中心
に概説します。

40人 6時間 6,000円 ○ 保体 ○

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

 身近な日本語の仕組み

　【講師】安本 真弓

言葉は規則性を持っており、そのあり方を論理的に説明できる場合があります。そ
こで、言葉がどのような体系をしているのか、その変化の仕組みがいかなるもので
あるのかについて、現在の身近な日本語の事例をもとに検討したいと考えていま
す。

20人 6時間 6,000円 国語 国語

 公民的資質を育てる社会科授業

　【講師】田本 正一

社会科の目標は公民的資質を育てることである。しかし、公民的資質の中身、ある
いはそれをどのように育てるのかについては様々な議論がある。そこで本講習で
は、次のように展開する。第1に、公民的資質がどのように論じられてきたかについ
て概観する。第2に、公民的資質の育成を目指した社会科授業の実際について意
見交換する。第3に、公民的資質を育てる理論を選びとり、授業案を作成する演習
形式を取ることとしたい。

30人 6時間 6,000円 ○ 社会
地歴
公民

 最近の化学－化学実験と分析

　【講師】村上 良子

近年の分析装置の発展は目覚ましいものがあるが、分析装置を使う際には前処理
が必要な場合も多い。この講義では、ブラックボックス化した高度な分析装置の体
験も重要であることを理解したうえで、その前処理としての化学実験を通して、実験
技術の向上を習得する。

20人 6時間 6,000円 理科 理科

●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

7/28(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】岡崎 智利
　【講師】白石 敏行
　【講師】田中 理絵

6月30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

7/28(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

教育の情報化

　【講師】鷹岡 亮

小中高校における「教育の情報化」のねらいや関連施策について説明し、ICTや教
育メディアを活用した教育や学習の事例について紹介し、演習形式で実際にICTや
教育メディアを操作して頂く。また、小中高校における情報教育の体系について説
明し、各国の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
述べる。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

7/21(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

特記事項

開催日
講習会場
（開催地）

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

開催日
講習会場
（開催地）

受講料

時間 受講料 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
主な受講対象者

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要
受講
定員

取り扱う事項時間

受講
定員

教諭
養護教諭

教諭

受講料 対象職種時間

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

主な受講対象者（学校種等）
対象職種

受講
定員

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

7/16(月)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭
養護教諭

教諭

教諭

第Ⅱ期 予約申込期間 平成30年5月25日（金）～平成30年6月2日（土）



幼 小 中 高 特支

 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
に考えていきます。

40人 6時間 6,000円 ○ ○

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、子どもが育つ事実を生み
出している取組みの事例に学びながら、受講者自身の勤務校が抱える教育問題
の解決の方途を探ります。その際、異校種の受講者６～７人のグループでの話し
合いや事例分析にかかる実践的な演習を取り入れることで現実場面を想定した学
校スタッフの一員としての対応に対する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。

55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 ○ ○ ○

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

外国語によるコミュニケーション能力の向上は喫緊の課題です。小学校では英語
が教科化され，中・高では英語での授業が求められるようになってきました。本講
習では，どうすれば英語でうまく授業が出来るかを実演により指導します。また，大
学入試等で英検・TOEFL・TOEIC等の英語資格が活用されるようになってきました
ので，その指導法についても述べていきます。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

8/18(土)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市)

 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。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

8/20(月)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 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 ○ ○ ○

8/21(火)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 学校をいかす保護者や地域との連携・協働のあり方
について

　【講師】池本 慎吾
　【講師】森重 祐二

これまでの経緯から、学校教育における家庭や地域の連携・協働の必要性等を考
えてみる。また、中学校・高等学校における県内外の様々な実践的な取り組み例を
認知していく中で、今後どのような連携及び協働が一層重要となるか、グループ協
議等を交えながら検討していく。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

8/22(水)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 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。また、進路指導が生徒の
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 ○ ○

8/24(金)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 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

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 ○ ○ ○ ○ ○

「英語」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
特記

受講料 取り扱う事項 対象職種
主な受講対象者（学校種等）

7/29(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

道徳教育

英語教育

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

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

法令改正及び国の審議
会の状況等

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

受講
定員

時間

教諭
養護教諭
栄養教諭

小または中学
校教員免許状
取得者

小または中学
校教員免許取
得者

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

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

教諭
養護教諭
栄養教諭

進路指導及びキャリア教
育



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

8/2（木）
～

8/3（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】中村 慶治

学校の教育活動に体験活動を取り入れることの意味を理解し，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，学級経営や生徒指導
に活かす。
※ 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2,400円が必要です。

40人 18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 アメリカ文学を考える

　【講師】外山 健二

文学史とは何か、アメリカとは何か、あるいはアメリカと文学、アメリカと歴史といっ
た課題のもと、正典（キャノン）として位置づけられる重要な作家・作品を中心に展
開しますが、その際、複数の人種・性・階級・宗教等の言説を検証したい。分析対
象の文学作品として、19世紀末から20世紀にかけてのアメリカ文学を対象予定で
あります。

20人 6時間 6,000円 英語 英語

 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。

20人 6時間 6,000円 ○

 対話でつくる小説の授業

　【講師】村上 林造

小説の授業では、生徒に対して教師の解釈を一方的に説明するのではなく、できる
だけ生徒の主体的な意見をくみ上げ、教師と生徒相互の対話を通して授業を構成
したい。本講習ではできるだけ多くの時間を模擬授業に割き、対話を通して文学作
品を読解する方法について理解を深めたい。

40人 6時間 6,000円 ○ 国語 国語

 学校体育・運動あそびの教材づくり・授業づくり

　【講師】斉藤 雅記

小学校・中学校・高等学校、くわえて幼稚園における体育科授業の教材づくりや授
業づくり、運動あそびに関する内容を、基礎的な体育科教育学的知見と最新の体
育科教育学の話題を交えながら、理論講義と体育館での演習講義を中心に展開
する。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ 保体 保体

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

保育の記録は、「何を」「どのように」記録するとよいのでしょうか？記録をすること
で「日々の保育の質が高まる」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」について考えていきます。

30人 6時間 6,000円 ○

 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ている。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するという内容になっている。

100人 6時間 6,000円 ○
音楽
社会

音楽
地歴
公民

複素数はどのように認知され，なぜ生き残ったか

　【講師】増本 誠

16世紀に登場した複素数は，19世紀になってようやく数学的にまっとうな対象であ
ると認知された。講習の前半では，複素数の導入方法として最も初等的なハミルト
ンの考え方を解説する。複素数が長く生き残った理由の一つに，方程式の解の存
在に関する代数学の基本定理がある。講習の後半では，アルガンによる証明を解
説する。意欲的な高校生ならば理解可能な講習であるが，抽象的な思考を拒まな
い態度が必要である。

40人 6時間 6,000円 数学 数学

 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

日本の教育は、現在さまざまな課題を抱えている。これらの課題は、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、それぞれの国で様々な取り組みが行
われている。そこで、教育に市場原理を導入し、競争を行うことにより教育の質向
上を目指しているイギリスの教育改革やＰＩＳＡで世界１位の学力と認定されたフィ
ンランドの教育の特徴等について説明するとともに、最近、日本の教育が直面して
いる「子どもの貧困と学力格差」の問題とその解消に向けた国・自治体・NPOの取
組について解説する。

60人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 資金の流れからの企業分析

　【講師】城下 賢吾

企業を財務の視点から分析し、会計学・経営学の基礎的知識の習得を目指しま
す。特に、企業の収益性、効率性、安全性について実際の企業のデータ(貸借対照
表・損益計算書等)を用いて分析していきます。

20人 6時間 6,000円 社会
商業
公民

8/18(土)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

環境に配慮した建築

【講師】桑原 亮一
【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
る。日本は世界でも地震の多い国の一つであり，多くの建築が地震災害を受けて
いる。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。本講義では，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

8/10(金)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

8/11(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭

教諭

教諭

特記事項

教諭
養護教諭

8/9(木)
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

受講料 対象職種
主な受講対象者

講 習 の 概 要
受講
定員

教諭

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］

時間



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 学校・学級で取り組むポジティブな行動支援

　【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な行動支援に
ついて解説する。講習では、ポジティブな行動支援の基礎となる応用行動分析につ
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う。

50人 6時間 6,000円 ○ 　 ○

 理科基礎実験（生物・物理分野）

　【講師】北沢 千里
　【講師】重松 宏武

生物学分野及び物理学分野の実験を通して、小学校の現場で必要な基本的な実
験技法の習得だけでなく、新しい実験技術について教授するとともに、実験をベー
スとした理科分野における重要な科学的観点や論理的思考の導き方について解
説する。

20人 6時間 6,000円 ○

8/20(月)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

 100円ショップ製品の秘密

　【講師】齊藤 俊
　【講師】合田 公一
　【講師】南 和幸

100円ショップにおいて，【製品を100円で販売できる】ということに工学技術が大きく
貢献している。安全でかつ消費者のニーズに合ったものを安価で提供するために
は，安価で大量生産できる技術で，安全で使いやすい形状を適切な材料で製造
し，効率良く消費者の手元に届けることが必要不可欠である。本講義では，100円
ショップで販売されている製品の材料・形状・射出成型・加工・搬送などについて機
械工学的な見地から概説する。

50人 6時間 6,000円
理科
社会

理科
工業
公民
商業

 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

コンピュータの仕組みからスタートし、初歩的なプログラミングをScratchを使用して
体験することを目的とする。主な受講対象者は、プログラミング未経験者若しくは初
級者の小・中学校教諭。
授業中に使うので、各自のノートPCにScratchをインストールしてくること。

20人 6時間 6,000円 ○ ○

 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、学習プログラムを例に示しながら、教
材開発の視点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

 ブッククラブ的方法を用いた国語授業の展開

　【講師】野坂 昭雄

有元秀文氏（『ブッククラブで楽しく学ぶクリティカル・リーディング入門』／ナカニシ
ヤ出版）によると，ブッククラブとはアメリカで発達した読書会のことで，長い歴史を
持っています。一つの作品を読み，さまざまな問いかけをしながら考えるブッククラ
ブの方法は，国語の授業を活性化させるかもしれません。担当講師はブッククラブ
の専門家でも実践者でもありません。受講者の皆さんと一緒に国語授業の楽しみ
方を考えていきたいと思っています。

30人 6時間 6,000円 国語 国語

 雨を測る－簡単な環境計測技術を実習し、理解する

　【講師】鈴木 賢士
　【講師】坂口 敦

『雨』は我々の生活に密接に関連した気象現象である。集中豪雨やゲリラ豪雨のよ
うな災害をもたらす一方，貴重な水資源としての役割も果たしており，世界の食糧
生産などの社会的な問題と密接に関連をしている。
本講習では，雨を測ることの意味・仕組みを知った上で，実際に雨量計を組み立
て，雨量の計測を行う。

15人 6時間 6,000円 理科
農業
理科

 発育期のからだと運動・スポーツ

　【講師】杉浦 崇夫
　【講師】丹 信介

最近の子供の形態や運動能力の発育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・スポーツの在り方について考察する。

40人 6時間 6,000円 ○ 保体 ○

 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リレー指名　④相互評価　⑤マニュア
ル化された図工

40人 6時間 6,000円 ○

 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

近年、子どもの感性や創造性、さらに表現力が乏しくなっていると言われている。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 ○ ○

 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
められている。一方で、知財教育の定義や概念が必ずしも定まっていないことや、
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（知的財産推進計画2016））。』を促す段階でもあり、知財教材の蓄
積も道半ばである。ここでは、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する。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

8/20(月)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

8/22(水)

8/23(木)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

高校教諭も受講可

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

教諭

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

教諭

8/21(火)

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

教諭

教諭

教諭

他校種理解のための
他校種教諭の受講可

幼稚園、中・高等学校
教諭も受講可

中・高校理科教諭も受
講可

教諭

教諭

講 習 の 概 要
受講
定員

時間 受講料

教諭
養護教諭

教諭

教諭

対象職種
主な受講対象者

特記事項



幼 小 中 高 特支 養護 栄養

8/23(木)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 近世日本の儒学思想にみる道徳教育の可能性

　【講師】栗原 剛

江戸時代の日本における儒学思想史のピークを作った、伊藤仁斎と荻生徂徠の思
想を概説し、とくに伊藤仁斎の主張に即して、道徳教育の可能性について考える。
直接的には高校倫理に属する内容であるが、より広く、道徳を教えたり学んだりす
る営みの意義や、生徒一人一人との向き合い方を、模索するための手がかりを提
供したい。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

8/23（木）
～

8/24（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。
※6月24日、11月24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 ○ ○ ○ ○

 論理的に考える

　【講師】笠井 伸一

数学における論理的な思考の基礎となっている命題論理における演繹を考察の対
象とします。
『中学校学習指導要領解説数学編』においては、『演繹は，前提となる命題から論
理の規則に従って結論となる命題を導き出す推論である』と説明されています。
受講者が演繹を行う基礎的な規則と考え方について理解して，基本的な命題計算
ができるようになることを目標とします。

30人 6時間 6,000円 数学

 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 ○ ○

●必修領域（全ての受講者が受講する領域）

12/15(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市)

 教育の最新事情

【講師】生嶌 亜樹子
　【講師】福田 修
　【講師】須藤 邦彦
　【講師】田邊 敏明

6月30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

11/30(金)

山口大学
教育学部
附属光中学校
（光市)

 「特別の教科　道徳」における指導と評価

　【講師】吉川 幸男
　【講師】荒瀬 浩一

附属光中学校で実施される「特別の教科　道徳」の公開研究会に参加し、授業実
践及びその語りとそれに関する協議、指導講師による講話を聴講し、対話を通して
学びを深めるこれからの道徳の授業づくりと指導、及び評価の方法に関する見識
を深める。授業実践は中学校で行われるが、小学校段階からの連続性を意識した
中１や義務教育完成段階を意識した中３など、発達を考慮した道徳のあり方に焦
点を当てて実施する。

40人 6時間 6,000円 ○ ○

12/16(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 ○ ○ ○

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要
受講
定員

時間 受講料 対象職種開催日
講習会場
（開催地）

主な受講対象者

特記事項

受講料

受講料

講 習 の 概 要

8/24(金)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

受講
定員

時間

受講
定員

講習会場
（開催地）

開催日 講 習 の 概 要

道徳教育

時間

教諭
養護教諭
栄養教諭

講習の名称
［担当講師］

対象職種

教諭

教諭
養護教諭

対象職種

教諭

教諭

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］ 特記事項

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

取り扱う事項
主な受講対象者（学校種等）

第Ⅲ期 予約申込期間 平成30年9月25日（火）～平成30年10月3日（水）



幼 小 中 高 特支

12/16(日)
ｏｒ

12/24(月)
【→追加】

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

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
ができるようになるとともに、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。

48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 ○ ○

 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 ○ ○ ○ ○ ○

 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
びいじめや不登校への基本的対応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。そのため、受講においてはワークに積極的に参
加することが必要である。

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

幼 小 中 高 特支 養護 栄養

 時代と文化を超えるグリム童話：『白雪姫』に見る人
間の普遍性

　【講師】エムデ･フランツ

初版刊行から２００周年をこえた今もなお，グリム童話は世界中で愛されている。特
に『白雪姫』は人気が高く，音楽やバレエ，歌劇や文学にも取り上げられている。そ
れは，この作品が，嫉妬や競争心，子どもへのいじめなど，現代社会にも通じる
テーマを含んでおり，それに対する残虐な罰を描く点で因果応報的であるからと考
えられる。『白雪姫』を素材に，校種・教科を超えた様々な視点から，人間の普遍性
と文化の多様性について考察したい。

20人 6時間 6,000円 ○ ○ ○

 割り算のしくみから数学を考える

　【講師】内藤 博夫

普段，何気なく使う加減乗除（＋－×÷）の計算。整数の範囲でこの計算を行え
ば，加法，減法，乗法の答えはまた整数ですが，除法の答えは必ずしも整数には
なりません。そこで，考え出されたのが，「商」と「余り」の考え方です。この講習で
は，この考え方を出発点にして，数の世界の奥深さを探索します。例えば，「余り」
の作る有限の世界と素数の性質，多項式の商と余りのしくみ，などです。数学に興
味がある方なら大歓迎です。

30人 6時間 6,000円 数学 数学

 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る。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
権処理を検討する。

50人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○

 ものづくり指導法

　【講師】森岡 弘

中学校技術担当教諭をおもな対象として学校教育におけるものづくり指導の方法
論について学ぶ。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する。実習では、小型のＤＣモータ（直径7mm）とモ
ジュール0.5の一組の歯車を用いた減速機を製作する。製作した減速機をインドア
プレーン用のプロペラ部に取り付け、動力伝達のしくみを学習する。作業は手作業
のみで、初心者でも楽しく実習できる内容である。

15人 6時間 6,000円 技術

 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
た。その間には、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、教育力の高揚を図る。

80人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11/23（金）
～

11/24（土）

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】中村 慶治

8月2～3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・傷害保険等にかか
る実費2,500円が必要です。

40人 18時間 18,000円 ○ ○ ○ ○ ○

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭

教諭

教諭
養護教諭
栄養教諭

教育相談（いじめ及び不
登校への対応を含む。）

学校、家庭及び地域の連
携及び協働

教諭

講習の名称
［担当講師］

講 習 の 概 要

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

●選択領域（受講者が任意に選択して受講する領域）

特記事項

11/17(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭

主な受講対象者
対象職種受講料

山口大学
吉田キャンパス
（山口市)

講習会場
（開催地）

小または中学
校教員免許状
取得者

教諭
養護教諭
栄養教諭

開催日 時間
受講
定員

取り扱う事項開催日
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 対象職種
主な受講対象者（学校種等）

特記事項

数学に興味があれ
ば、小学校教諭や理
科教諭も受講可

教諭
養護教諭
栄養教諭

①12/16
②12/24　の
いずれかから
選択

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

12/22(土)



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24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。
　（6/24、8/23～24との重複受講はできません）

40人 6時間 6,000円 ○ ○ ○ ○

 身の回りの有機・高分子化合物

　【講師】鬼村 謙二郎

子どもたちの理科・数学離れが問題視されて久しい。中高の理数系教員は，理科
や数学の重要性だけでなく，その楽しさを伝えることも大切であろう。本講習では，
私達の身の回りにある材料を通して，中学校理科・高等学校化学で取り扱う有機
化学や高分子材料（プラスチック）の性質や構造について学ぶとともに，有機化合
物や高分子化合物を用いた光や色，電気化学に関係した実験を行う。これらを通
じて，理科・化学をより身近で楽しいものであると感じられるような授業の素材を提
供する。

15人 6時間 6,000円 理科 理科

 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 ○ ○ ○

 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

音楽
地歴
公民

 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24日開設「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 ○ ○

 グローバル経済を読む

　【講師】森 朋也

本講義は、グローバル経済を経済学の視点から考察するものである。具体的に
は、おおきく、以下、3つの項目を議論していく；
（1） 現代のグローバル経済がどのような過程を経て発展してきたか、
（2） グローバル経済の発展によって生じた課題は何か、
（3） 持続可能な社会の達成のために何が必要か
ただし、講義では、原則、中学校の公民、高校の政治経済の分野で取り扱われる
知識を中心に進めていく。

30人 6時間 6,000円 ○ 社会 公民

 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来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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 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16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 ○ ○ ○ ○ ○

 今も息づく山口の住まいと暮らしの知恵

　【講師】西尾 幸一郎

山口市は四季の移り変わりが明徴である一方、夏は酷暑、冬は厳寒という特徴が
あります。昔の人びとは厳しい気候の変化を様々な「知恵」と「工夫」で乗り越え、か
つ積極的に楽しんできました。古い住宅には、先人たちの試行錯誤の成果がたくさ
ん詰まっています。本講習では、近代山口の代表的な住宅を訪問し、今に息づく住
まいと暮らしの工夫や、その科学的な裏付け、歴史的背景について、社会や理科、
家庭での学習内容との関りを意識しながら解説します。

30人 6時間 6,000円 ○
社会
理科
家庭

地歴
公民
理科
家庭

12/16(日)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 ITを用いた算数・数学教材の作成

　【講師】北本 卓也

最近のIT技術の発展により、ホームページの形での学習教材が比較的容易に作
成できるようになってきている。本講習では動的幾何ソフトウェアと数式処理システ
ムを用いた算数・数学教材の作成について解説する。本講習ではパソコンを用い
て実際に教材作成を行うが、基本的なパソコン操作が行えれば受講可能であり、IT
に関する詳しい知識を必要としない。

30人 6時間 6,000円 ○ 数学

12/22(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

異文化への関心を育てる小学校英語教育

　【講師】石井 由理
　【講師】猫田 和明

小学校の外国語活動および外国語の学習指導要領を概観し、そこに示された異文
化理解と外国語（英語）学習との関連を、その背景にある学術的な理論とともに解
説する。また、後半では、それらを踏まえたうえで、実際に外国語活動・外国語の授
業の中で活用できるアクティヴィティーを実際に体験する実習を行う。

40人 6時間 6,000円 ○

12/24(月)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

 新指導要領に対応し、使用場面と働きを重視した文
法指導と英語活動：生徒が楽しみ、考え、体験的に学
ぶ工夫

　【講師】高橋 俊章

講習は、前半の理論編と後半の実践編から構成されています。前半の理論編で
は、新指導要領の考え方に基づき、生徒の積極的参加や思考を促しながら、言語
活動と効果的に関連づけ、使用場面と働きを重視してどのように文法を指導すれ
ばよいのかについて学びます。後半では、具体的な活動や指導のアイデアを学ん
だ後、グループに分かれ指定された教材を活かす活動のアイデアを発表します。
講習により、文法を活用しながら、Active に、楽しく学習する工夫を学習することを
目標としています。

30人 6時間 6,000円 英語

11/24(土)
山口大学

常盤キャンパス
（宇部市）

特記事項
対象職種

主な受講対象者

12/8(土)
山口大学

吉田キャンパス
（山口市）

教諭
養護教諭
栄養教諭

教諭
養護教諭

教諭

開催日

教諭

教諭

教諭

12/2(日)

教諭

教諭

教諭

山口大学
吉田キャンパス
（山口市）

教諭

教諭

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
養護教諭



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

お知らせ 

■平成３０年度 第Ⅲ期教員免許状更新講習（選択領域）に、次の講習が追加となりました。（第 4回認定） 

開催日 講習会場 講習の名称 講習の概要 受講 
定員

時間 受講料 対象
職種

主な受講対象者 

幼 小 中 

11/2(金)

山口大学教育学部
附属幼稚園 

山口大学教育学部
附属山口小学校 

山口大学教育学部 
附属山口中学校 

【選択】幼小中一貫教育

実践研究発表会 

幼稚園・小学校・中学校の 12 年間の学びの連続性をふまえた

保育・授業公開、授業別分科会、教育講演会など、幼小中一

貫教育の推進に係る授業づくりや指導方法、次期学習指導要

領の実施に向けて、育成すべき資質・能力、教科における見

方・考え方についてを学ぶことができる研修である。主な受

講対象者は幼稚園教諭・小・中学校教諭とするが、幼稚園教

諭免許状を持つ保育士、高校教諭、特別支援学校教諭も受講

可能。 

150 名 6 時間 6,000 円 教諭 ○ ○ ○ 

◇予約申込期間：平成 30 年 9 月 25 日(火)～平成 30 年 10 月 3日(水)  

◇本申込締切日：平成 30 年 10 月 18 日(水) ※

◇履修認定日 ：平成 30 年 12 月下旬予定 

※この講習と同時に第Ⅲ期の他の講習をお申込の方は、他の第Ⅲ期の講習の［本申込］締切日も上記の期間となります（通常の第Ⅲ期の［本申込］締切日とは異な 

ります）のでご注意ください。 


