
2017年12月度
教員免許状
更新講習のご案内

2017年10月16日（月）～2017年11月17日（金） 当日消印有効
☆先着順で定員になり次第、受付を終了いたします。

申込期間

講習実施日

桃山学院大学 大阪府和泉市まなび野1-1
（最寄り駅 - 泉北高速鉄道「和泉中央駅」下車、徒歩約15分）

講習会場

2017年12月16日（土）
2017年12月24日（日）
2017年12月27日（水）

2017年12月 9日（土）
2017年12月17日（日）
2017年12月26日（火）



◇2016年度からの継続対象者 ◇2017年度の新規対象者

1982(昭和57)年4月2日～1983(昭和58)年4月1日 1983(昭和58)年4月2日～1984(昭和59)年4月1日
1972(昭和47)年4月2日～1973(昭和48)年4月1日 1973(昭和48)年4月2日～1974(昭和49)年4月1日
1962(昭和37)年4月2日～1963(昭和38)年4月1日 1963(昭和38)年4月2日～1964(昭和39)年4月1日

■１■受講対象者

原則として（1）（2）の条件を両方とも満たす方。
(1）2018（平成30）年3月31日及び2019（平成31）年3月31日に修了確認期限を迎える下表の生年月日の方
(2) 以下のいずれかに該当する方
・現職教員
・教員採用内定者
・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方
・過去に教員として勤務した経験のある方
※詳細は文科省のホームページをご確認ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm

2017年12月度 教員免許状更新講習 募集要項

■３■更新講習の概要・講習日程

○必修領域 （受講定員：150名）

○選択必修領域 （受講定員：B1 100名、B2 50名）

講習名 【必修】教育の最新事情 講習コード Ａ1

対象 全教諭 受講人数 150名

担当講師

・梶田 叡一 （本学教育顧問）
・鎌田 首治朗 （プール学院大学教育学部教育学科教授）
・川口 厚 (経済学部経済学科講師)
・冷水 啓子 (社会学部社会学科教授)

開講日程 平成29年12月16日（土） 9：20～16：30 計6時間

講習概要

本講習では、「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」の４つの事項を中心に講義を行う。また、様々な場面で活躍する講師を招き、教員としての資
質・能力の向上を目的とする。

試験方法 筆記試験

講習名 【選択必修】考え、議論する道徳授業をつくる 《道徳教育》 講習コード Ｂ1

対象
小学校
中学校

受講人数 100名

担当講師 伊藤 潔志 (経営学部経営学科准教授）

開講日程 平成29年12月26日（火） 9：20～16：30 計6時間

講習概要
現行の学習指導要領では、道徳の教科化に伴い「考え、議論する」道徳授業が求められている。本講習では、道徳
の教科化の意図を明らかにした上で、「考え、議論する」とはどういうことかを考える。そして、「考え、議論する」道徳
授業を作るためにはどうするべきかを、グループ・ワークを通して考察を深める。

試験方法 筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

講習名
【選択必修】教育相談
《教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む。）》

講習コード Ｂ2

対象

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

受講人数 50名

担当講師 川口 厚（経済学部経済学科講師）

開講日程 平成29年12月26日（火） 9：20～16：30 計6時間

講習概要
教育相談の歴史と意義を整理し教育相談体制の構築のあり方と教育相談の進め方について理解を深める。次に、
事例を取り上げ、具体的な支援のあり方について考察する。また本講座ではグループワークを導入することにより、
実践面についても理解を深めたいと考えている。

試験方法 筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

■２■受講料

１講習 6,000円 振込期限：2017年11月28日（火）
・受講受付後に「受講料振込用紙」を送付いたします。



○選択領域 （受講定員：C1～C3 30名、C4～C5 50名）

講習名
【選択】
障がいのある児童、生徒への野外行事支援について

講習コード Ｃ1

対象
全教諭
養護教諭

受講人数 30名

担当講師石田 易司（社会学部社会福祉学科教授）

開講日程平成29年12月9日（土） 9：20～16：30 計6時間

講習概要
学校教育において、林間学校、臨海学校など野外教育の手法を用いた学校行事は重要な取り組みである。様々な障
がいがある児童、生徒がスムーズにこれら行事に参加・活動できるよう教員として、事前の準備、実際のプログラムをど
う組むかなど、配慮した活動を学ぶ。

試験方法筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

講習名
【選択】
創造的な英語のアクティブ・ラーニング

講習コード Ｃ2

対象 小・中・高等学校英語科教諭 受講人数 30名

担当講師DECKER, Warren （共通教育機構 講師）

開講日程平成29年12月9日（土） 9：20～16：30 計6時間

講習概要

この講習では、英語のアクティブ・ラーニングについて学びます。特に次の三つのテーマに焦点を当てます。
（１）外国語における創造力
（２）効率的なテクノロジーの利用
（３）実際の洋楽や洋画を利用した教材作成と使用
実用的な活動を中心として参加型の講習として英語も英語教育も両方学習できる機会とします。

試験方法筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

講習名
【選択】
データをゼロから作ってアクティブラーニングに活かそう

講習コード Ｃ3

対象 小・中・高等学校教諭 受講人数 30名

担当講師中村 勝之 （経済学部経済学科教授）

開講日程平成29年12月17日（日） 9：20～16：30 計6時間

講習概要

アクティブラーニングの中に「調べ学習」があるかと思います。この学習には「データ」をどこから集めたらいいのかを含
むでしょう。 でも調べてもデータが見つからなければどうすればいい？ 「作ればいい」これが答えになります。
この講義では、アクティブラーニングの中で重要な位置を占めるデータの扱い方について「なければ作る」という姿勢を
持ってもらおうと思います。今回はデータを作成する素材として「歌詞」を取り上げ、歌詞からデータを作成し、それに基
づいて作詞家になりきってもらおうと思います。

試験方法筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

講習名
【選択】
国際理解教育

講習コード Ｃ4

対象 小・中・高等学校教諭 受講人数 50名

担当講師
岡崎 裕 （和歌山大学教育学部教職大学院教授）
米田 伸次 （帝塚山学院大学国際理解研究所顧問）

開講日程平成29年12月24日（日） 9：20～16：30 計6時間

講習概要

国際連合における「平和」と「国際協調」の理念を教育の面において担保するものとして、「国際理解教育」は専門機関
としてのユネスコをはじめとして、世界の各地で戦後の長きにわたり実践されてきた。ただ、そのあり方については、時
と場所、さらにそれを担う主体によって、多様な展開を見せてきたと言える。本講座においては、そうした多様な局面を
見せる国際理解教育に関して、その本質的な理念から説き起こしつつ、ESD、SDGsといった新しい動きを考慮しながら
考えてゆきたい。

試験方法筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。

講習名
【選択】
博学連携を考える

講習コード Ｃ5

対象 小・中・高等学校教諭 受講人数 50名

担当講師井上 敏 (経営学部経営学科准教授）

開講日程平成29年12月27日（水） 9：20～16：30 計6時間

講習概要

現代が生涯学習社会と呼ばれるようになって久しい。しかし生涯学習施設としての博物館と学校の連携は決してうまく
いっているとは言えない。その理由の一つには学校側が博物館をうまく利用し切れていない現状がある。そこで本講習
では博物館についての基本的な事柄を、更にその中でも博物館教育について講義をし、学校教育の考え方とのズレを
認識し、受講者の興味関心に基づいて、 「博学連携」の具体的な取り組みを考察する場としたい。

試験方法筆記試験 ※講義終了後実施する可能性があります。



■４■申込方法

1.必要書類を本学に送付してください。
・受講申込書 （現職教員の方は所属長等より証明（職印）が必要です）
・受講事前アンケート （申込講座ごとに必要となります）

2.本学より「受講許可書」・「受講料振込用紙」を別途郵送で送付します。
3.期日までに受講料を振り込んでください。
4.当日本学会場へお越しください。

●【受講申込書】
●【受講事前アンケート】
上記申込必要書類については本学ホームページ（下部に記載のURL）よりダウンロードしてください。
（10月2日掲載予定）

※注意※
・「受講事前アンケート」は申込講習ごとに1枚提出してください。（5講習申込の場合は5枚必要）
・定員に達し次第申込受付を終了します。お早めにお申込ください。

■５■修了認定試験および修了認定

（1)修了認定試験
各講習ごとに試験を実施します。

(2)修了認定
試験の結果に基づき、認定・不認定で評価を行います。講習終了後約1ヶ月以内に通知する予定です。

※修了認定書は2018年1月19日までに送付します。

■６■会場アクセス

■７■お問合せ先

桃山学院大学 教育支援課 教員免許状更新講習係（担当：森下）
〒594-1198 和泉市まなび野1-1
TEL： 0725-54-3131（代表） FAX： 0725-54-3294      
E-mail： kyoshoku@andrew.ac.jp
本学ホームページ：http://www.andrew.ac.jp/
※本講習のご案内は大学トップページ中下部「Topics」欄よりご確認いただけます。

2017年度教員免許状更新講習ページ
http://www.andrew.ac.jp/newstopics3/2017/hl026a0000007oww.html

※お申込の際は上記ホームページにて必ず詳細をご確認の上、お申込くださいますようお願いいたします。


