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（１）常時、講習教室の換気を行い、前後・両隣の間隔を空けて座席を配置いたします。 
   

（２）受講日前 2週間以内に咳や発熱等の風邪症状が見られた際は、受講を見合わせていただくとともに、

必ず下記の教員免許状更新講習専用メールアドレスへご連絡ください。 
   

（３）講習会場へ消毒液を設置いたします。受付前及び出入りの際には、消毒をお願いいたします。 
   

（４）受付時、非接触型検温器による検温を行います。37.5度以上の発熱が確認された場合は、受講を 

ご遠慮いただく場合があります。 
   

（５）「健康管理表」に、受講日 2週間前から講習初日の朝までの体温及び体調をチェック・記入し、 

講習初日に受付へご提出ください。 

   ※ 本学ホームページより、各自で事前にダウンロード及び印刷をお願いいたします。 

   ※ 講習初日に「健康管理表」をご提出されない場合は、受講をご遠慮いただく場合があります。 
   

（６）「健康状態に関する問診票」を各講習当日に受付へご提出ください。なお、咳や発熱等の風邪症状

が見られた際は、受講をご遠慮いただく場合があります。 

   ※ 本学ホームページより、各自で事前にダウンロード及び印刷をお願いいたします。 

   ※ 各講習当日に「健康状態に関する問診票」をご提出されない場合は、受講をご遠慮いただく場合が

あります。 
   

（７）講習中、マスク着用・咳エチケット・手洗い等の一般的な感染症対策へのご協力をお願いいたし

ます。 
   

（８）昼食は、各自でご準備いただき、講習教室のご自身の席でお取りください。 
   

（９）講習中に発熱等の症状が確認された場合は、帰宅していただく場合があります。 

また、状況（感染者の発生等）によって、急遽、講習中止の判断をさせていただく場合がありますので、

予めご了承ください。 
   

（10）講習終了後、2週間以内に新型コロナウイルスに感染、または濃厚接触者と判明した場合は、 

速やかに下記の教員免許状更新講習専用メールアドレスへご連絡ください。 
   

（11）今後の感染拡大状況により急遽、開講中止を決定した場合は、本学ホームページへ情報を掲載する 

とともに、個別にメールにてご連絡いたします。 
    

平成国際大学 教員免許状更新講習担当 

E-mail ： menkyo@hiu.ac.jp 

HP ： http://www2.hiu.ac.jp/kyoumen/ 

新型コロナウイルス感染症対策について 
 



 

 

平成国際大学では、文部科学省の認定を受け、令和 3 年度教員免許状更新講習（以下「令和 3 年度講習」という）を開

設いたします。 

教員免許状の更新には、免許状更新講習の受講期間内に、合計 30 時間以上（「必修領域」6 時間以上、「選択必修領域」

6時間以上、「選択領域」18時間以上）の講習を受講・修了していただく必要があります。受講対象者に該当するかにつき

ましては、各自の責任において文部科学省・教育委員会・お勤め先等にご確認の上、お申し込みください。 

なお、講習を受講しただけでは更新手続きは完了いたしませんので、受講後に発行される修了証明書を添えて（または

複数の履修証明書を取りまとめて）、必ず免許管理者に対して更新講習修了確認申請を行ってください。 
 
※教員免許更新制の詳細につきましては、文部科学省のホームページをご覧ください。 

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

 

 

１．受講対象者 

令和 3年度講習の受講対象者（講習を受講できる者）は、普通免許状または特別免許状を所持する者で、表Ⅰ～表Ⅱに

該当する下記①～⑫の方です。 

① 現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く） 

② 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

③ 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 

④ ③に準ずる者として免許管理者が定める者 

⑤ 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 

⑥ 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 

⑦ 教員採用内定者 

⑧ 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者 

⑨ 過去に教員として勤務した経験のある者 

⑩ 認定こども園で勤務する保育士 

⑪ 認可保育所で勤務する保育士 

⑫ 幼稚園を設置するものが設置する認可外保育施設で勤務している保育士 
 

※支援員・補助員等の採用形態で勤務されている場合は、教育職員でないため、更新講習を受講する義務はありません。 

更新講習の受講につきましては、管轄の教育委員会等に、受講対象者である証明を受けることが可能かご確認ください。 

 

〔１〕旧免許状所持者（平成 21年 3月 31日以前に免許状を授与された方） 
 

表Ⅰ 

生 年 月 日 最初の修了確認期限 受講期間及び申請期間 

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 
令和 2年 2月 1日 

～ 令和 4年 1月 31日 

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 
令和 3年 2月 1日 

～ 令和 5年 1月 31日 

  
 

〔２〕新免許状所持者（平成 21年 4月 1日以降に初めて免許状を授与された方） 
 
表Ⅱ 

有効期間の満了の日 受講期間及び申請期間 

所持する全ての免許状の中で最も遅い有効期間の満了の日が 

すべての免許状の有効期間の満了の日（例：令和 4年 3月 31日） 

有効期間の満了の日の 2年 2か月前～2か月前 

（例：令和 2年 2月 1日～令和 4年 1月 31日） 

※新免許状所持者は、所持している免許状に記載されている有効期間の満了の日をご確認ください。 
   

※文部科学省の以下の頁より、修了確認期限・有効期間満了日の確認ができます。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm） 
   

※各個人が、新免許状・旧免許状を併有することはありません。 

※本申込の際、受講対象者は、勤務する学校の校長、臨時任用（または非常勤）教員リストを作成している教育委員会等による受講

対象者であることの証明が必要になります。  
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２．講習日程 

選択領域 令和 3年 8月 6日（金）・9日（月）・10日（火） 

選択必修領域 令和 3年 8月 11日（水） 

必修領域 令和 3年 8月 12日（木） 
 
※地震等の災害の発生または発生の恐れがある場合は、講習を中止する場合があります。中止となりました講習の対応につきまして

は、本学ホームページ（http://www2.hiu.ac.jp/kyoumen/）にてご連絡いたします。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、急遽、開講中止を決定した場合は、本学ホームページへ情報を掲載するとともに、

個別にメールにてご連絡いたします。 

 

３．申込期間 

〔１〕Ｗｅｂ予約期間 

①先行募集  令和 3年 3月 9日（火）9時 00分 ～ 3月 15日（月）17時 00分 

＊先行募集対象者：❶系列校教職員  ❷系列校教職員の配偶者 及び 1親等内の親族（父母・子） 

❸本学卒業生   ❹連携協定市教職員（加須市・久喜市にお勤めの方） 
 

②一般募集  令和 3年 4月 6日（火）9時 00分 ～ 4月 12日（月）17時 00分 
 
※申込は、「抽選」となります。抽選方法・結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。 

※受講対象者に該当するかにつきましては、各自の責任において文部科学省・教育委員会・お勤め先等にご確認の上、お申し込みください。 

※各募集開始日の 9時 00分までは予約受付ができませんので、ご注意ください。 

※先行募集の際、先行募集対象者以外の方のお申込みはご遠慮ください。（上記❹につきましては、現職教員の方に限ります。） 

※先行募集のみで定員に達した場合、一般募集では、その講習以外の募集を行います。 

※一般募集終了後、定員に余裕のある講習につきましては、追加募集を行う場合があります。 

 

〔２〕本申込締切 

令和 3年 5月 11日（火）当日消印有効 
 
※受講申込方法の詳細につきましては、「７．申込方法等」をご確認ください。 

 

 

４．講習会場 

平成国際大学 加須キャンパス（〒347-8504 埼玉県加須市水深大立野 2000） 

 

 

５．受講料 

必修領域  6,000円 / 選択必修領域  6,000円 / 選択領域（1講習） 6,000円 
 
※受講料納入時の払込手数料につきましては、受講者負担となりますので、予めご了承ください。 

 

 

６．時間割 

＜90分×4コマ＞ 

1時限 休憩① 2時限 昼休み 3時限 休憩② 4時限 筆記試験 アンケート 

9:00～10:30 
10:30～ 

10:45 

10:45～

12:15 

12:15～ 

13:05 

13:05～

14:35 

14:35～ 

14:50 
14:50～15:50 

15:50～ 

16:20 

16:20～ 

16:30 

 

＜120分×3コマ＞ 

1 時限 昼休み 2 時限 休憩 3 時限 筆記試験 アンケート 

9:00～11:00 
11:00～ 

12:00 
12:00～14:00 

14:00～ 

14:20 
14:20～15:50 

15:50～ 

16:20 

16:20～ 

16:30 
  
※講習によって上記時間割のいずれかになりますが、授業の開始時刻及び終了時刻は共通です。 
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７．申込方法等 

〔１〕Ｗｅｂ予約 
 

（１）Ｗｅｂ予約期間 【先行募集】令和 3年 3月 9日（火）9時 00分 ～ 3月 15日（月）17時 00分 

（１）Ｗｅｂ予約期間 【一般募集】令和 3年 4月 6日（火）9時 00分 ～ 4月 12日（月）17時 00分 
 

本学ホームページ（http://www2.hiu.ac.jp/kyoumen/）の「受講予約フォーム」（以下「予約フォーム」という）に

必要事項を入力し、最後に送信ボタンを押してください。 

各日(8月 11日・12日を除く)とも、第 3希望講習まで入力することができます。（養護・栄養教諭を除く） 

予約フォームへ入力したメールアドレスに、「〔平成国際大学〕令和 3年度教員免許状更新講習 受講予約」との件

名のメールが届きましたら、抽選予約完了となります。 

Web予約方法の詳細につきましては、別紙「受講予約フォーム操作マニュアル」をご確認ください。 
 

 

※申込は、「抽選」となります。抽選方法・結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。 

※受講対象者に該当するかにつきましては、各自の責任において文部科学省・教育委員会・お勤め先等にご確認の上、お申し込みください。  

※各募集開始日の 9時 00分までは予約受付ができませんので、ご注意ください。 

※先行募集の際、先行募集対象者以外の方のお申込みはご遠慮ください。 

※先行募集のみで定員に達した場合、一般募集では、その講習以外の募集を行います。 

※一般募集終了後、定員に余裕のある講習につきましては、追加募集を行う場合があります。 

 

〔２〕抽選結果 
 

（１）受講予約を受け付けた講習がある方には、下記 6点の本申込書類を郵送いたします。 

〔先行募集の場合：3月下旬頃、一般募集の場合：4月下旬頃〕 

① 教員免許状更新講習の受講について ② 受講申込書（本申込書） 

③ 受講申込書（本申込書）記入例 ④ 受講料払込書 

⑤ 返信用封筒（受講確定通知返送用） ⑥ 受講申込書類送付用封筒 

 

（２）抽選に漏れた講習がある方には、下記期間内にメールにて結果をご連絡いたします。 

〔先行募集の場合：3月 22日（月）～3月 26日（金）、一般募集の場合：4月 19日（月）～4月 23日（金）〕 
  

例１ メールにて結果をご連絡する場合 

① 5講習予約し、2講習が抽選漏れ ⇒ メール連絡＋本申込書類郵送 

8/6(金) 第 1希望 ×、 第 2希望 ○、 第 3希望 × 

受講「可」：3講習 

受講「不可」：2講習 

8/9(月) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/10(火) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/11(水) 第 1希望 ○、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/12(木) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 ○ 
 

② 3講習予約し、3講習が抽選漏れ ⇒ メール連絡のみ 

8/6(金) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

受講「不可」：3講習 8/10(火) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/12(木) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 
 

例２ メールにて結果をご連絡しない場合 

① 5講習予約し、全講習予約受付完了 ⇒ 本申込書類郵送 

8/6(金) 第 1希望 ×、 第 2希望 ○、 第 3希望 × 

受講「可」：5講習 

受講「不可」：なし 

8/9(月) 第 1希望 ○、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/10(火) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 ○ 

8/11(水) 第 1希望 ○、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 

8/12(木) 第 1希望 ×、 第 2希望 ○、 第 3希望 × 
 

② 3講習予約し、全講習予約受付完了 ⇒ 本申込書類郵送 

8/6(金) 第 1希望 ○、 第 2希望 ×、 第 3希望 × 
受講「可」：3講習 

受講「不可」：なし 
8/10(火) 第 1希望 ×、 第 2希望 ×、 第 3希望 ○ 

8/12(木) 第 1希望 ×、 第 2希望 ○、 第 3希望 × 

 

○…予約受付完了 

×…抽選漏れ 
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〔３〕本申込・事前アンケート 
 

（１）下記 3点の書類を受講申込書類送付用封筒に封入し、郵便窓口より大学へお送りください。 

郵便窓口を利用しない場合につきましては、“定型外郵便”の重量に見合った切手を封筒に貼付し、投函してくだ

さい。 

なお、①には捺印が必要ですので、ご注意ください。郵送料及び受講料払込手数料につきましては、受講者負担に

てお願いいたします。 
 

① 受講申込書（本申込書） 

「教員免許状更新講習の受講について」に記載された受講可能となった講習について、お申し込みください。 

受講対象者であることについて、学校長等による証明が必要ですので、ご注意ください。 

また、写真の“裏面”に氏名及び「教員免許状更新講習の受講について」に記載された受講 IDを記入し、貼付し

てください。 
 

※定員により、受講をお断りした講習についてお申込みいただいても、その分は無効となります。 

※記入方法につきましては、本申込書類に同封いたします「受講申込書（本申込書） 記入例」をご確認ください。 

 

② 振込依頼書（大学提出用） ＊ATMご利用の場合は「ご利用明細票」（コピー可） 

「教員免許状更新講習の受講について」に記載された受講料を下記の振込先にお振込みください。取扱銀行収納印

の押印を必ずご確認ください。 

所定の受講料払込書を利用しない場合につきましては、「教員免許状更新講習の受講について」に記載された受講

IDを氏名の前に付してお振込みください。 （例：M21000ヘイセイタロウ） 
 

【振込先】埼玉りそな銀行 大宮西支店 普通口座 3561799 学校法人佐藤
さ と

栄
え

学 園
がくえん

 

 

③ 返信用封筒 

同封の返信用封筒に 140 円切手を貼付の上、返信先の宛名をご記入ください。後日、大学から受講確定通知書等

を郵送いたします。 
 
※「①受講申込書（本申込書）」につきましては、大学ホームページよりダウンロードできますので、ダウンロード後、必要事項

を入力されたものを印刷（白黒可）し、ご提出いただいても結構です。 

本申込提出締切  令和 3年 5月 11日（火）当日消印有効 

＊同封の受講申込書類送付用封筒に上記①～③を封入してください。 

 

（２）本学ホームページ（http://www2.hiu.ac.jp/kyoumen/）の「事前アンケートフォーム」より、事前アンケートにご

回答ください。〔必須〕 

アンケート内の“Q2”開講講習内容に関する質問につきましては、受講されるすべての講習について、ご回答く

ださい。 

ｱﾝｹｰﾄ回答締切   令和 3年 5月 11日（火） 
※「受講 ID」につきましては、本申込書類内の“教員免許状更新講習の受講について”をご確認ください。 

 

（３）本申込に漏れがなく、事前アンケートへのご回答が確認できましたら、下記 3点の書類を 7月中旬頃までに郵送い

たします。これをもって受講確定となります。 

① 受講確定通知書     ② 教員免許状更新講習ガイドブック     ③ 受講証 
 
※受講証の“写真欄”の写真は、「受講申込書（本申込書）」と同様の写真を貼付してください。 

※「③受講証」につきましては、事前に写真を貼付し、講習中は必ず携帯してください。 
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８．受講キャンセル方法 

受講をキャンセルされる場合は、受講料納付の前と後で、手続方法が異なりますので、ご注意ください。 

なお、電話連絡でのキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。 
 

〔１〕抽選結果メール受信後～受講料納付前 
 

メールにて、受講キャンセルの連絡をしてください。送信先等につきましては、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※「①受講 ID」につきまして、お手元に本申込書類が届いていない場合は、未入力でも構いません。 

 

〔２〕受講料納付後 
 

本学ホームページより、「辞退届」をダウンロード及び印刷し、必要事項を記入・捺印の上、本学宛にご郵送ください。 

なお、詳細につきましては、別途、本学ホームページに掲載いたします。 

 

 

９．評価方法 

講習の評価は、各講習の最終時限に「筆記試験」にて行います。 

なお、講習の全時間に出席した受講者のみ評価を受けることができます。 

 

 

１０．講習結果 

講習結果は、令和 3年 9月中旬頃までに各受講者に郵送いたします。 

合格された受講者には、併せて「教員免許状更新講習修了証明書」または「教員免許状更新講習履修証明書」をお送り

いたします。住所変更が発生した場合は、至急下記のメールアドレスへご連絡ください。送信先等につきましては、以下

のとおりです。 

 

 

 

 
 
 

※新免許状所持者の場合、選択領域の講習は、所持する免許状の種類（教諭、養護教諭、栄養教諭）に応じた講習をそれぞれ受講す

る必要があります。本学で“必修領域 6時間、選択必修領域 6時間及び選択領域 18時間”を修了しても、所持する免許状の種類に

応じた講習を修了していない場合は「教員免許状更新講習履修証明書」のお送りとなります。 

 

 

１１．個人情報の取り扱いについて 

既納書類に記載された個人情報は、令和 3年度講習以外の目的では利用いたしません。 

なお、受講予約・本申込ともに、既納書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

【１】送信先：menkyo@hiu.ac.jp（教員免許状更新講習担当） 
 

【２】件 名：令和 3年度教員免許状更新講習受講キャンセル希望 
 

【３】本 文：①受講 ID 

【３】本 文：②氏名 

【３】本 文：③キャンセル希望の講習（講習日・講習記号・講習名） 

 

< 記入例 > 

 以下の講習の受講をキャンセルいたします。 

① 受講 ID：M21000 

② 氏名：平成 一郎 

③ キャンセル希望の講習 

 ・8月 6日 選択 A 「楽しく盛り上がる表現運動・ダンスの授業」 

 ・8月 10日 選択 L 「グループワークによる事例研究と幼保小連携」 

 ・8月 12日 必修O 「最新の教育事情」 

【１】送信先：menkyo@hiu.ac.jp（教員免許状更新講習担当） 
 

【２】件 名：令和 3年度教員免許状更新講習 住所変更 
 

【３】本 文：（受講 ID、氏名、及び変更後の郵便番号・住所をご入力ください。） 

-5-



１２．講習概要一覧

教諭 養護 栄養

楽しく盛り上がる表現運動・ダンスの授業～「その気にさせる・本気になれる」指導法～

学校体育における表現運動（小学校）・ダンス（中学校・高等学校）領域の学習指導法について、「踊る楽しさ

と多様な身体表現の面白さを体験できる授業」に向けた基本的な考え方と進め方のポイントを講義と実習を通し

て学んでいきます。具体的には、リズム系ダンスと表現系ダンスの典型教材を取り上げ、ダンスの世界にスイッ

チ・オンし「その気にさせる」導入の方法から、リズムや表現の特性に触れて「本気になれる」内容の展開へと

実技を通して進めていきます。表現運動・ダンスの指導の初心の先生や男性教員も歓迎します。

健康づくりのための身体活動の役割～身体のコントロールからエネルギー消費まで～

生涯を通じて健康で活力ある生活を営むためには、身体活動の継続が重要となります。そのためには児童・生徒

が身体活動に関する知識、技能、確信を持っている必要があります。本講義では、身体活動を実行するための

脳・神経・筋活動のメカニズムと、エネルギー供給系について概説し、身体活動中の心拍数から運動強度とエネ

ルギー消費量の推定を実践します。さらに、どのような身体活動が健康づくりや注意・認知機能に有効であるの

かを学びます。

学級活動・運営に活かす屋内外レクリエーション～子どもの心をつかむ～

学級会や「○○祭り」など各種の学校行事、学級活動・運営に活用できる屋内外のレクリエーションやゲーム等

を、その効果と意義を踏まえながら具体的に提示します。国内外における先駆的な取り組みを含め、教育現場で

適用可能と思われるメニューを厳選して紹介していきます。さらに、発達段階や社会環境、集団の違いを意識し

ながら、どのような子どもたちにどのようなレクリエーションが適切であるかについて考えます。

子どもの力を伸ばす子どもの権利条約

子どもの権利条約は、子どもが生まれながら持っている能力を最大限に伸ばし、「世の中でたったひとつの宝」

として輝くための国際的な約束です。心理学の理論をベースに子どもの成長・発達を支える子どもの権利条約を

わかりやすく解説すると同時に、今、起きている子どもの問題を権利条約を使って解決する方法を示していきま

す。これは、給食における食育や保健室における心や体の健康管理にもつながるものです。また、「子どもの最

善の利益」の概念を児童福祉法・民法・保育所保育指針改正等を通じて解説します。

教諭 養護 栄養

スポーツ及び野外活動におけるリスクマネジメント～「危険」の実例と対処法～

熱中症、競技中の大ケガ等、教育現場で発生するさまざまな事故について、リスクマネジメントの観点から講義

を行います。第1に、授業中や部活動中において発生するスポーツ関連の事故を対象に、判例をもとに、教員、

指導者としての具体的な安全配慮義務について講義し、第2に、キャンプや臨海学校などの野外活動の中でおき

る事故の実例を検討しながら、野外活動における安全性の確保と教育効果について講義します。

スポーツ・メガイベントと地域社会

オリンピック、ワールドカップに代表されるスポーツ・メガイベントの開催は地域社会にどのような効果・影響

をもたらすのか、ということについて、1998年の冬季オリンピック長野大会、2002年のサッカーワールドカッ

プ日韓大会、2019年のラグビーワールドカップ日本大会を題材として考察します。また、2021年に開催される

東京オリンピックの持つ様々な側面など、メガイベントを学校教育の現場に取り込む際にどのような視点があり

得るのか、具体例を交えて提示します。

デジタル世界の子どもたち

子どもたちは今、デジタル世界で生き、成長している。午前の講習では、インターネット、スマートフォン、デ

ジタル教科書などの利点と注意点を解説し、起きうる問題と対策についてグループで討論します。午後の講習で

は、デジタルゲームに焦点を当ててその依存性について解説し、学校や家庭での具体的な対応方法について提示

します。また、近年注目されている「eスポーツ」がもたらすデジタルゲームの未来についても考察します。

領土に関する教育の充実

北方領土、尖閣諸島など日本の領土、国境をめぐる現状と課題を、簡潔、平易に講義し、日本がいかにして領土

問題に向き合うべきかを考えます。さらに、領土問題に関する視野を広げるべく、諸外国における領土問題への

対応を検討します。ややもすればナショナリスティックな議論に偏しやすい領土問題について、学校教育の現場

においても、正確で客観的な情報に基づいた理解が広がる一助となれば幸いです。

講習名 ・ 講習概要 担当講師 定員
履修認定対象職種

主な受講対象者

幼・小・中（保健体育）

高（保健体育）・特支

選択B
加藤　雄一郎

（スポーツ健康学部教授）
25 ○ ✖ ✖

小・中（保健体育）

高（保健体育）

選択A

村田　芳子

（スポーツ健康学部教授）

幅田　彩加

（法学部専任講師）

25 ○ ✖ ✖

講習名 ・ 講習概要 担当講師 定員
履修認定対象職種

主な受講対象者

幼・小・中・高・特支

選択D

新島　一彦

（法学部教授）

木附　千晶

（文京学院大学非常勤講師）

25 ○ ○ ○
幼・小・中・高・特支

養護・栄養

選択C

青木　智子

（スポーツ健康学部教授）

高野　千春

（スポーツ健康学部准教授）

50 ○ ✖ ✖

小・中・高・特支

選択F

松林　秀樹

（スポーツ健康学部准教授）

向山　昌利

（流通経済大学准教授）

55 ○ ✖ ✖ 幼・小・中・高・特支

選択E

三宅　仁

（スポーツ健康学部准教授）

高野　千春

（スポーツ健康学部准教授）

35 ○ ✖ ✖

幼・小・中・高・特支

養護

選択H

末澤　恵美

（スポーツ健康学部教授）

野澤　基恭

（法学部教授）

25 ○ ✖ ✖

小・中（社会）

高（地理歴史･公民）

特支

選択G

水國　照充

（スポーツ健康学部准教授）

加藤　浩治

（法学部准教授）

15 ○ ○ ✖

8月6日（金）

8月9日（月）

-6-



教諭 養護 栄養

主権者教育の実践例とポイント

18歳選挙権が実施され、高等学校を中心とする学校現場での主権者教育についてはやや落ち着いてきました。こ

の間に、衆参両院や都議選を経験して、主権者教育の成果と課題も見えてきました。そこで、本講習では主権者

教育の意義を改めて確認するとともに、先行事例を紹介し、伝えるべきこととともに、「べからず集」もわかり

やすく解説します。高校2・3年生だけを前提にするのではなく、義務教育も念頭に、あるべき主権者教育につい

て講義します。

体育の授業づくり～良い体育授業に向けて～

小学校、中学校、高等学校における体育授業を対象として、どの運動領域においても授業づくりを行う際に重要

とされる基本的な考え方と進め方のポイントについて講義を通して理解していきます。加えて、陸上競技（運

動）や球技（ボール運動）などの具体的な運動領域を取り上げ、各々の特性を生かす典型教材や実際の授業例を

紹介し、グループワークを通して実践に生きる授業づくりに取り組んでいきます。

トレーニングの理論と実践～最近の傾向について～

本講習では、現在考えられる最新のトレーニングの理論と実践方法を教授し、様々な年代に対して対応出来るト

レーニング方法について考察していきます。主にウオーミングアップおよびレジスタンストレーニング（いわゆ

る筋力トレーニング）のことを中心に、最新情報を紹介します。

グループワークによる事例研究と幼保小連携

幼稚園・保育教諭・小学校教諭で構成されたグループを作り、幼稚園・小学校での特別支援・教育相談の２事例

を午前と午後に分けて、事例の見立てと支援方法について検討します。グループメンバーで日々の実践から学ん

できたことや支援のアイデアを話し合い、さらには幼保小連携の効果的な在り方を探っていきます。

教諭 養護 栄養

学校現場をめぐる法的な問題とその対応について～いじめ・体罰・学校事故などを通して～

教育現場における主要な法律問題を、簡潔、平易に解説する。第１に、刑事法学の立場から、体罰の問題を、教

育者の懲戒権の行使と刑法の暴行罪等との関係から講義し、第２に、民法・行政法学の立場から、教員・学校の

不法行為責任・債務不履行責任についての理論と、具体的にどのような場合に注意義務・安全配慮義務を欠いた

ことになるのかを「いじめ」「学校事故」「施設責任」の領域ごとに講義します。

教育課程経営の意義と実際～カリキュラム・マネジメントのとらえ方～

学習指導要領改訂の趣旨を確認し、今日の学校教育における教育課程経営の意義ならびに実際の取り組み方法に

ついて考えます。その場合、「カリキュラム・マネジメント」や、その中心にある「教科横断的な視点からの教

育活動の改善」とは何か、そのとらえ方の特徴と問題点についても検討していきます。

教諭 養護 栄養

最新の教育事情

必修

P
60 ○ ○ ○

中・高

特支（中学部･高等部）

養護（中･高･特）

栄養（中･高･特）

講習名 ・ 講習概要 担当講師 定員
履修認定対象職種

主な受講対象者

小・中・高・特支

選択J

荻原　孝之

（スポーツ健康学部特任教授）

西村　三郎

（法学部専任講師）

25 ○ ✖ ✖
小・中（保健体育）

高（保健体育）・特支

選択I

浅野　和生

（法学部教授）

林　大介

（浦和大学准教授）

内野　令四郎

（東京第一法律事務所 弁護士）

45 ○ ✖ ✖

講習名 ・ 講習概要 担当講師 定員
履修認定対象職種

主な受講対象者

小・中（保健体育）

高（保健体育）・特支

中･高（教科とは関係なく運

動部顧問/指導者）

選択L

水國　照充

（スポーツ健康学部准教授）

瀬川　未佳

（武蔵大学非常勤講師）

15 ○ ○ ✖

幼・小

特支（幼稚部･小学部）

養護（幼･小）

選択K

久保　潤二郎

（スポーツ健康学部准教授）

小林　幸次

（スポーツ健康学部専任講師）

25 ○ ✖ ✖

講習名 ・ 講習概要 担当講師 定員
履修認定対象職種

主な受講対象者

幼・小・中・高・特支

養護・栄養

選択

必修

N

小泉　祥一

（スポーツ健康学部教授）
60 ○ ○ ○

小・中・高

養護（小･中･高）

栄養（小･中･高）

選択

必修

M

中島　広樹

（法学部教授）

牧野　高志

（法学部准教授）

山田　真一郎

（法学部准教授）

60 ○ ○ ○

幼・小

特支（幼稚部･小学部）

養護（幼･小･特）

栄養（幼･小･特）
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（居場所づくりを意識した集団形成、多様化に応じた学級づくりと学級担任の役割）」に

ついて、教員に求められる知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目的とします。

※同日に複数の講習を受講することはできません。

※養護・栄養教諭の免許状を更新される方は、「履修認定対象職種」欄に〇印のない講習を受講されても、認定がなされませんのでご注意ください。

必修

O

小泉　祥一

（スポーツ健康学部教授）

青木　智子

（スポーツ健康学部教授）

関　泰彦

（法学部特任教授）

一木　玲子

（法学部非常勤講師）

60 ○ ○ ○

8月10日（火）

8月11日（水）

8月12日（木）
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＜お問合わせ＞ 

平成国際大学 教員免許状更新講習担当 

E-mail：menkyo@hiu.ac.jp 

T E L：0480-66-2100㈹ 

（【月～金】9:00～17:00  / 【土】9:00～12:00） 


