平成３０年度 大分大学 教員免許状更新講習
選択必修領域一覧表（夏季）

受講者募集期間

平成３０年５月１６日 午前６時３０分 ～ 平成３０年５月２２日 午後５時
※講習によっては、持参するもの等ありますので、シラバス（講習の詳細）を必ずご確認ください。
※主な受講対象者が、「幼稚園教諭」となっているものはこども園の保育教諭等を含みます。

※本学の更新講習は、文部科学省にて認定済みです。

主な対象職種
講習の名称

講習の概要
学校種

免許職種
教科等

講習の期間

定員

受講料

職務経験等

【選択必修】教育の最新事情
（義務教育テーマ別A-1）

前半は、近年の教育を巡る現状と課題について考えるとともに、目標達成型組織
における授業（保育）改善の在り方について理解する。（１）教育を巡る現状と課題
（学習指導要領の改訂の趣旨等）、（２）目標達成型組織の在り方、（３）組織的に
進める授業（保育）改善の方法について、講義する。
後半は、学校内の危機管理を中心に、その現状をチェックリストで確認して危機管
理体制のあり方を検討する。各教職員が気をつけなければいけないこと、組織的
な対応が必要なことなどを学ぶ。

【選択必修】教育の最新事情
（高校教育テーマ別）

前半は、近年の高校教育をめぐる現状と課題について、本県高等学校における状
況や、県教育委員会が推進する事業内容と併せて理解する。（１）高校教育の現
状と課題、（２）課題対応に向けた取組について、講義する。
後半は、高校教育を中心に、多様化する生徒及びその家族への対応について、生 高等学校 特定しない 特定しない 平成30年7月28日 80人
活習慣、勉学、人生思索、進路などの視点から問題を探り、探り出した問題を組織
的・計画的に解決する方法を検討する。

6,000円

【選択必修】主体的・対話的で
深い学びのデザイン

学習科学の知見を紐解きながら，人の学びのあり方についての理解を深めるとと
幼稚園
もに，主体的・対話的な学びの方法やその効果について考え，学習者を深い学び
小学校
中学校
へと誘う学習指導の方法や工夫について追究する講座です。これからの社会を生
特定しない 特定しない 平成30年7月28日 40人
高等学校
きる子どもたちに育成すべき資質・能力をいかに育んでいくことができるのかにつ
特別支援学校
いて，じっくりと考えを深めていただく機会にできればと思います。

6,000円

【選択必修】「特別の教科 道徳」の
要点と多様な指導法

学習指導要領の一部改正により、領域としての「道徳」が「特別の教科 道徳」に改
められ、小学校では平成３０年度から、中学校では平成３１年度から実施されま
す。
こうした状況を見据え、この講習では「特別の教科 道徳」への移行において何が
求められ、どのような指導方法が必要とされているのかを、グループでの演習形式
で学びます。

【選択必修】多文化共生社会を考える

幼稚園
国際理解教育の理論を身につけ、社会科を中心に各教科において当該教育の観
小学校
中学校
点を導入するために、国際理解・異文化理解のトレーニングを行うとともに、日本を
高等学校
はじめとする東アジアにおける多文化共生社会の展開について解説します。
特別支援学校

幼稚園
小学校
中学校

小学校
中学校

特定しない 特定しない 平成30年7月28日 80人 6,000円

教諭

特定しない 平成30年7月31日 40人 6,000円

特定しない 特定しない 平成30年8月7日

30人 6,000円

平成３０年度 大分大学 教員免許状更新講習
選択必修領域一覧表（夏季）

受講者募集期間

平成３０年５月１６日 午前６時３０分 ～ 平成３０年５月２２日 午後５時
※講習によっては、持参するもの等ありますので、シラバス（講習の詳細）を必ずご確認ください。
※主な受講対象者が、「幼稚園教諭」となっているものはこども園の保育教諭等を含みます。

※本学の更新講習は、文部科学省にて認定済みです。

主な対象職種
講習の名称

講習の概要
学校種

免許職種
教科等

講習の期間

定員

受講料

職務経験等

【選択必修】教育の最新事情
（義務教育テーマ別B）

前半は、近年の教育を巡る現状と課題について考えるとともに、目標達成型組織
における授業（保育）改善の在り方について理解する。（１）教育を巡る現状と課題
（学習指導要領の改訂の趣旨等）、（２）目標達成型組織の在り方、（３）組織的に
進める授業（保育）改善の方法について、講義する。
後半は、子どもを取り巻く様々な問題に対応するため、学校はプラットホーム的機
能を求められており、その組織と機能について学ぶ。特にコミュニティ・スクール（Ｃ
Ｓ）の現状・課題、改善のあり方について理解する。

【選択必修】職業としての社会福祉

現在，学校で行われている進路指導を概観した上で，今後，特に重要と考えられる
福祉・医療に関する業務を題材として以下の内容を検討する。定年65歳制の導入
などにより，生徒の職業人生活は40年を超えるものとなった。一方，学校現場での
進路指導は，「現在」のトレンドを重視する傾向がある。そこで本講習では，1980年 高等学校
代以降の福祉・医療専門職の需給動向データなどを用い，進路指導での長期的
視座の必要性について検討する。また，福祉職を志す生徒に対する指導に必要な
社会保障サービスや福祉専門職の現況について説明する。

【選択必修】小学校外国語活動・
外国語の考え方と進め方

参加型の演習により，実践的な指導を体験します。内容は，教室英語，チャンツ，
歌，Small talk，新教材（Let’s Try！， We Can！），コミュニケーション活動，文字
指導です。小学校教員のみを対象とします。

【選択必修】ICTの活用と子供たちの
学習意欲

教育の情報化の目標とICTの活用を、特にタブレット端末（iPad）の活用の実践事
小学校
例を中心に、子供達の学習意欲の向上との視点から学習します。また、コンピュー
中学校
タに意図した処理を行わせるプログラミングに必要な論理的思考やICT社会で求め 高等学校 特定しない 特定しない 平成30年8月21日 20人
られる情報モラルについても学習します。その上で、授業の中での活用法をグ
特別支援学校
ループ毎に検討して頂きます。iPad等の使用機器は用意します。

6,000円

本講習では、幼稚園教諭と小学校教諭を対象として、教育相談や子育て相談支援
に関する内容について、事例を中心にして、具体的かつ実践的に学びます。事例
教諭
検討を行います。どのような視点から情報を集め、幼児・児童および保護者・家庭
幼稚園
小学校
【選択必修】教育相談実践講座（幼・小） への理解と対応・支援を進めていくかについて、実践的に体験していきます。午後
養護教諭 特定しない 平成30年8月22日 40人
の講義では、提出していただいた事例を踏まえながら、現代的な子どもの問題（発 特別支援学校 （小学校）
達障害や、いじめ・不登校など）や保護者への理解と対応・支援について、知識と
技とこころを学びます。特別支援学校の小学部教員も受講可。

6,000円

幼稚園
小学校
中学校

小学校

特定しない 特定しない 平成30年8月8日

教諭

小学校
教諭に
限る

特定しない 平成30年8月8日

80人 6,000円

30人 6,000円

特定しない 平成30年8月16日 24人 6,000円

平成３０年度 大分大学 教員免許状更新講習
選択必修領域一覧表（夏季）

受講者募集期間

平成３０年５月１６日 午前６時３０分 ～ 平成３０年５月２２日 午後５時
※講習によっては、持参するもの等ありますので、シラバス（講習の詳細）を必ずご確認ください。
※主な受講対象者が、「幼稚園教諭」となっているものはこども園の保育教諭等を含みます。

※本学の更新講習は、文部科学省にて認定済みです。

主な対象職種
講習の名称

講習の概要
学校種

免許職種
教科等

小学校

小学校
教諭に
限る

講習の期間

定員

職務経験等

【選択必修】小学校外国語活動・
外国語の考え方と進め方

参加型の演習により，実践的な指導を体験します。内容は，教室英語，チャンツ，
歌，Small talk，新教材（Let’s Try！， We Can！），コミュニケーション活動，文字
指導です。小学校教員のみを対象とします。

【選択必修】学校の教育活動の改善を
支えるカリキュラム・マネジメント

学校教育の目的や目標を達成するために、学習指導要領等に基づきつつ、どのよ
教諭
うに教育課程を編成、実施、評価、改善していくのかという「カリキュラム・マネジメ
（養護教諭、
小学校
ント」の確立が求められている。この講習では、学校の教育活動の改善を支えるそ
栄養教諭は
中学校
特定しない 平成30年8月24日 30人
高等学校
のような一連のPDCAサイクルの確立という経営的な視点と、地域等の人的・物的
除く）
資源の活用を含む、各教科等の内容の組織的な配列という実践的な視点から、カ 特別支援学校 教科は
リキュラム・マネジメントを考える。
指定しない

本講習では、中学校教諭と高校教諭を対象として、適応上の問題や心理的な困り
を抱える生徒等に対する教育相談の進め方について、具体的かつ実践的な学び
【選択必修】教育相談実践講座（中・高） を展開する。例えば、思春期の心理的特徴あるいは学校現場の特性といったこと
を意識しながら、問題の理解の仕方（アセスメント）や支援の進め方について、具
体的に考えていく。

受講料

特定しない 平成30年8月22日 24人 6,000円

6,000円

教諭
中学校 養護教諭
特定しない 平成30年8月27日 40人 6,000円
高等学校 （中学校・
高等学校）

【選択必修】幼児教育・保育に
おける学校・家庭・地域との連携

現在，幼児教育・保育においては子育てに関わる多様な課題に対応するため，保
育者にはより深い専門性とともに学校・家庭・地域との連携・協働が不可欠となっ
ている。本講習では，平成30年度より施行される幼稚園教育要領等を踏まえつ
つ，よりよい子どもの学びと育ちを支えるための幼児教育・保育における学校・家
庭・地域との連携のあり方について学ぶ。

【選択必修】アクティブラーニングの
理論と実践

幼稚園
新しい学習指導要領に記載された「主体的・対話的で深い学び」の基本的な理解
小学校
の仕方を提示した上で、社会科を主要な事例に挙げながら、複数の教科や生徒指
中学校
特定しない 特定しない 平成30年8月28日 30人
導等において幅広く活用できるアクティブラーニングの理論と手法について追究し
高等学校
ていきます。
特別支援学校

幼稚園

幼稚園
教諭

特定しない 平成30年8月27日 100人 6,000円

6,000円

