
クラスＣＤ ハ-201 開講日・定員 8/19(月)・50名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 子ども論Ⅰ　教師の存在から考える 講習の形態 講義･演習

担当講師名(ふりがな) 　　　　生越　達　（おごせ　とおる　） 所　　　属 教育学研究科

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

全教員 担当時間 6時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

2019年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】子ども論Ⅰ　教師の存在から考える（新課題）

現代社会における教師の自己理解の重要性と子どもとのかかわりの関係性について学ぶ。具体的には、
（１）教師とはいったいいかなる存在なのかを考え、教師の古さや教師であることの危険性について検討する。
（２）エゴグラムを通じて教師としての自己理解をする。
（３）教師として現代社会の特徴をどのようにとらえたらいいのかについて検討する。
（４）ロジャーズの三原則を学び、教師と子どもの三つの関係を検討する。
（５）教師の資質として柔軟に見ることが重要であることを知り、実際にその柔軟性を育む方法を考える。
（６）yes,butのコミュニケーションについて学ぶ

（１）教師として自らを振り返ることの重要性を知り、実際に振り返ることができるようになる。
（２）教師が子どもと権力的関係に陥りがちなことを理解することができる。
（３）現代社会の課題を理解する（成熟社会、消費社会、技術社会、物語の喪失、清潔志向社会）
（４）エゴグラムを通して自己理解する

授業時にプリントを配布する。



※この講習を受講する方はハ-304を受講することができません。

クラスＣＤ ハ-202 開講日・定員 8/19(月)・30名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 心を育てるグループワーク 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 正保　春彦　（しょうぼ はるひこ） 所　　　属 大学院教育学研究科

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

全教員 担当時間 6時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】心を育てるグループワーク（新課題）

教室内での児童・生徒間の人間関係を形成し、人間理解や自己表現力の発展を促す技法について演習と講義
を行います。構成的グループ・エンカウンター（SGE）とインプロ（即興）を軸に、「かかわる」「理解する」「表現す
る」という新たな活動の枠組みを提案します。主要なエクササイズを10数件体験しながら、まずは受講生自身が
楽しむことから出発し、その上で活動の背景にある理論や実施上の注意点等について具体的な解説によって理
解することで、総合的な実践力を身につけます。

・主要な技法を自ら体験し、エクササイズが児童・生徒に与える影響を理解する。
・各技法毎の理論的背景や心理的効果の違いを理解し、効果的な実践計画を立案できる。

・軽い運動を含みます。動きやすい服装でご参加下さい（スカート・ハイヒール等不可）。



クラスＣＤ ハ-203 開講日・定員 8/19(月)・30名

対象職種 教諭のみ 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名
昆虫の細胞の多倍数化とステロイド
ホルモン研究の最前線００００００００

講習の形態 講義・実験

担当講師名(ふりがな) 二橋　美瑞子　（ふたはし　みずこ） 所　　　属 理学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

中・高教諭（理科） 担当時間 6時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】昆虫の細胞の多倍数化とステロイドホルモン研究の最前線（新課題）

　本講習では、昆虫に焦点を当てて、生物の教科書でおなじみのステロイドホルモンと多糸染色体について取り
上げます。ステロイドホルモンの挙動については、昆虫の研究から従来の定説が覆される発見が最近なされて
います。今回は、昆虫が幼虫、蛹、成虫と成長する際に重要なステロイドホルモン（エクジソン）について最新の
知見を学びます。
　ユスリカの唾液腺の細胞は、染色体が太く（多糸染色体）観察しやすいことで有名です。実物を実際に解剖・観
察する体験を通して、顕微鏡の使い方のコツ、試料作製のコツについて考え、課題探求型活動のヒントを得ま
す。さらに、多糸染色体の生成と細胞周期との関係、多糸染色体とステロイドホルモン合成の関係についても学
びます。

・実体顕微鏡下でユスリカのだ腺を取り出し、正立顕微鏡を用いて多糸染色体を観察できる
・上記の実験で、顕微鏡の使い方の違いやサンプル調製の条件を、見え方の違いと関連付けできる
・細胞周期の基礎を理解し、細胞分裂と多糸染色体との関係について理解する
・ステロイドホルモンが細胞膜を自由に通過できるという従来の定説の矛盾について理解する

ユスリカのだ腺染色体の観察で染色液を使用するため、白衣をお持ちください。
白衣で隠れない部分は汚れてもよい服装にしてください。
安全な靴を履いてください（ハイヒール、脚の露出の多いサンダルは不可）。



クラスＣＤ ハ-204 開講日・定員 8/19(月)・40名

対象職種 教諭、養護教諭 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 児童生徒の命を守る学校防災 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 信岡　尚道　（のぶおか　ひさみち） 所　　　属 工学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

小・中・高・特支教諭、養護教諭 担当時間 6時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】児童生徒の命を守る学校防災（新課題）

先ず，「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」（文部科学省）における「命を守る」の項を中心に
「事前の備え・立て直す」を含め、想定外の自然災害まで対応できるよう、自然災害に対する防災施策（構造物
などによるハード対策、ハザードマップなどによるソフト対策による防災）の効果と限界、学校現場で必要とする
判断（人の力による防災）について講義する。また，グループ演習、災害図上訓練（DIS)および防災ゲーム「クロ
スロード」を実施して理解を深めていく。
次に，児童生徒と共に，平時は自然と向き合いながら，災害時には「自らの命を守る」の視点から，授業・防災教
育の進め方について考えていく。

・防災に関わる学校周辺の自然環境条件、社会環境条件の把握ができるようになる。
・学校防災マニュアルの作成のポイントを理解し、実効性を高める方法を把握できるようになる。
・避難訓練の改善について、また防災を授業に取り入れる方法について、考えられるようになる。

各校の市町村のホームページまたは役場にて、各種ハザードマップに記載されている文章をご一読ください。
地図による演習の対象地を水戸市ちとせ町とします。時間がありましたら、現地の様子を事前にご確認くださ
い。



クラスＣＤ ハ-205 開講日・定員 8/19(月)・40名

対象職種 教諭のみ 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 水の利用と環境 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 前田　滋哉　（まえだ　しげや） 所　　　属 農学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

小・中・高教諭（理科・農業） 担当時間 3時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）

講習科目名 作物の育種と世界 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 久保山　勉　（くぼやま　つとむ） 所　　　属 農学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

小・中・高教諭（理科・農業） 担当時間 3時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】水の利用と環境／作物の育種と世界（新課題）

世界を変えた作物の話し:農業が人類の歴史に与えたインパクト、大航海時代の幕開けに貢献した香辛料の話
し、その他世界史に残る農業的な事件を紹介します。
雑種の利用に関する話し:緑の革命以前に起きた日本ではあまり強調されないイノベーション、ハイブリッド品種
の開発について解説します。
遺伝子組換え作物がなぜ普及したのか:遺伝子組換え作物が今どれだけ世界の農業に浸透し、利用されている
のかについて紹介します。時間があれば新しい品種改良の試みについても述べたいと思います。

農業が世界に与えた影響について概要を説明できる。ハイブリッド品種について説明出来る。遺伝子組換え植物の普
及について説明できる。	

なし

成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

日本の水資源量や水利用の現状，水循環における降水，蒸発散，浸透，流出などの素過程の定量化法を示
し，水循環と水利用の関係を整理します．また，水田農業のために河川から取水している地域を対象に，水利
用が河川に生息する魚類に及ぼす影響の研究例を紹介します．

水循環における水利用の位置づけを説明できる．水利用と環境の関係を理解する．

特になし



クラスＣＤ ニ-201 開講日・定員 8/19(月)・40名

対象職種 教諭のみ 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名
英米文学・文化事情の理解と英語教科書
の活用（アメリカ文化）

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 君塚　淳一　（きみづか　じゅんいち） 所　　　属 教育学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

中・高教諭（英語） 担当時間 3時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）

講習科目名
英米文学・文化事情の理解と英語教科書
の活用（イギリス文化）

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 小林　英美　（こばやし　ひでみ） 所　　　属 教育学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

中・高教諭（英語） 担当時間 3時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）

成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

本講習では、多文化共生社会の本質と問題点を理解するための一助として、特に英語圏文化における文化事
象を具体的な事例をもとに学ぶ。午前のアメリカ文化では、多民族で構成され異文化の人たちが共生している
アメリカの状況を、映像や音楽そして文学をとおして理解することを主なテーマとする。本講習は教育現場です
ぐに利用できる文化的話題も提供し、異文化事情教育という観点から教科書をより有効に活用する方法を習得
する。

教育現場での活用を念頭においてアメリカの文化・文学について広く理解し、その知見によって、教科書をより効果的
かつ柔軟に活用できるようにする。

事前準備は不要です。授業資料は当日配付します。英語辞典（電子辞書やWeb上のものでも可）

【選択】英米文学・文化事情の理解と英語教科書の活用（アメリカ文化/イギリス文化）（新展開）

本講習では、多文化共生社会の本質と問題点を理解するための一助として、特に古今の英語圏文化における
文化事象を具体的な事例をもとに学ぶ。午後のイギリス文化では、複数の時代のイギリス音楽と関係のある文
学・社会文化を主なテーマとする。本講習は教育現場ですぐに利用できる文化的話題も提供し、異文化事情教
育という観点から教科書をより有効に活用する方法を習得する。

教育現場での活用を念頭においてイギリスの文化・文学について広く理解し、その知見によって、教科書をより効果的
かつ柔軟に活用できるようにする。

事前準備は不要です。授業資料は当日配付します。英語辞典（電子辞書やWeb上のものでも可）

成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。



クラスＣＤ ニ-202 開講日・定員 8/19(月)・40名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 総合的な学習の時間の指導法 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 打越　正貴　（うちこし　まさき） 所　　　属 大学院教育学研究科

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

小・中教諭、養護教諭、栄養教諭 担当時間 6時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）
成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】総合的な学習の時間の指導法（新展開）

　総合的な学習の時間の設立の経緯や変遷について触れ，新学習指導要領で目指している授業の在り方につ
いて論じる。また，演習的な内容を位置づけ，総合的な学習の時間の授業計画や授業内容の工夫改善を通し
て，効果的な授業方法を検討する。さらに，実際の授業実践を視聴し，様々な点から総合的な学習の時間の有
効な指導方法について検討を試みる。

・新学習指導要領のねらいや目指す方向性を理解することができる。
・総合的な学習の時間の効果的な指導方法について検討を加え，工夫改善の方法を考えることができる。

　小学校・中学校の学習指導要領解説「総合的な学習の時間編」（文部科学省、平成29年6月（小学校）・平成29
年7月（中学校））のいずれかの冊子を持参してください。



クラスＣＤ ニ-203 開講日・定員 8/19(月)・40名

対象職種 養護教諭のみ 講習会場 茨城大学水戸キャンパス

講習科目名 養護教諭の組織行動論 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 瀧澤　利行　（たきざわ　としゆき） 所　　　属 教育学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

養護教諭 担当時間 3時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）

講習科目名 健康相談理論及び方法 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 竹下　智美　（たけした　ともみ） 所　　　属 教育学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

養護教諭 担当時間 ３時間

講習内容

到達目標

受講者への
事前連絡事項

筆記試験
実技考査
口頭試験
その他

（備考） （備考）

成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

【選択】養護教諭の組織行動論/健康相談理論及び方法（新展開）

この講義では学校における養護教諭の組織的行動の仕方を身につけることを目的として「組織としての学校」の
中での組織行動のあり方を理解することを目的とする。学校を合目的的な組織ととらえたときに、そこでの合理
的な行動のあり方を理論的に学ぶことを目指す。具体的には、組織行動の基礎理論、モチベーション論、リー
ダーシップ論、コミュニケーション論、組織学習論、組織文化論などの考え方を身につける。

①組織行動の考え方の基本を理解する
②組織の中で行動する上でのモチベーションの重要性を理解する
③組織の中でのリーダーシップの重要性を理解する
④組織の中でのコミュニケーションの重要性を理解する
⑤組織学習と組織文化の考え方を知り、その改善の方法に関して理解する

特にありません。

成績評価の方法 認定試験に関して

講習で使用した資料やノートなどの持
ち込みを可とする。

持ち込みは不可とする。

　1950年代以降の文献から、保健室で対応する子どもの健康問題の変化を捉えながら、養護教諭が心の対応
をどのように行ってきたのか確認する。その上で保健体育審議会答申、中央教育審議会答申、学校保健安全法
の改正の動きの中で健康相談をめぐってどのような変遷があったのか確認する。さらに健康相談の支援のあり
方と技術について具体例を示しながら確認する。
・演習では、困っている事例についてショートワークシートの作成を行い、事例検討を実施する。その後振り返り
と参加者との交流を図る。

・本講座は、日々変化・変容している子どもの心身の健康実態と健康課題に対して適確な判断をし、養護教諭が中心
となって、組織的に解決に向かって、健康相談の対応・支援を実践できる力量を、理論提供と演習（方法の体験・共
有）により高めることを目標とする。

日頃、対応に困っている事例がありましたら要点をメモしてきてください。


