
クラスＣＤ ハ-206 開講日・定員 8/20(火)・50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 特別支援学校の授業づくり 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 新井　英靖　（あらい　ひでやす） 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

特支教諭 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。

2019年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

特別支援学校教諭を対象とした講習で、特別支援学校の各教科や自立活動の授業づくりの方法について講義
し、実際にグループでの演習を通して、学習指導計画を立案する。

新学習指導要領の内容に即して授業を立案する方法について検討することができる。

特別支援学校学習指導要領解説（各教科編：平成30年版）を使用しますので、ご持参ください。

【選択】特別支援学校の授業づくり（新課題）



※この講習を受講する方はハ-904を受講することができません。

クラスＣＤ ハ-207 開講日・定員 8/20(火)・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
アクティブ・ラーニングの実現に向けた

授業づくり００００００００００００００００００
講習の形態 講義と演習

担当講師名(ふりがな) 今泉　友里　（いまいずみ　ゆり） 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

小・中・高教諭 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】アクティブ・ラーニングの実現に向けた授業づくり（新課題）

新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」が求められています。「主体的・対
話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）とは何か、その実現に向けた授業改善とは何かを考えた上で、アク
ティブ・ラーニング引き起こしやすい授業スタイルである「知識構成型ジグソー法」を体験し、実際に「知識構成型
ジグソー法」を用いた授業案を作成します。

（１）「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」について体系的かつ実践的に理解できる。
（２）「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授業づくりを模擬的に行える。

講義部分もアクティブ・ラーニング型で行います。積極的な参加をお願いします。
授業づくりのテーマは「食」を予定しています。ご自分の教科で「食」に関係しそうな資料（教科書や学習指導要
領等）を持ってきてください。
演習ではパソコンの使用が可能です。お使いになりたい方は各自持ってきてください。



※この講習を受講する方はハ-305を受講することができません。

クラスＣＤ ハ-208 開講日・定員 8/20(火)・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 現代社会と道徳教育 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 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】現代社会と道徳教育（新課題）

道徳教育に焦点を当て、その今日的意義や実践の充実を図るための内容・方法等について検討する。今日の
児童・生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育のもつ役割を理解するとともに、道徳教育の
実践をより充実したものとするための実践上の課題、学校組織全体として道徳教育の実践の充実を図る上で求
められる点等について検討する。
（１）道徳教育の今日的意義と課題
・現代社会における人間形成の在り方と課題
・道徳教育の今日的意義と課題
（２）道徳教育の実践の充実に向けて
・学習指導要領の改訂と道徳教育
・道徳教育の実践の充実と他の教育活動との関連
・学校全体での運営・実施体制の充実

（１）子どもたちの規範意識や学ぶ意欲の低下、さまざまな問題行動の背景にある社会の問題を理解する。
（２）現代社会を生きる子どもたちにどのような道徳教育を行っていくことが必要なのかを理解する。

適宜プリントを配布します。一部演習方式の授業を含みます。



クラスＣＤ ニ-204 開講日・定員 8/20(火)・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 小学校英語教育 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 猪井　新一　（いのい　しんいち） 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

小教諭 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】小学校英語教育（新展開）

1)小学校外国語活動・外国語の導入経緯・目的等について説明します。
２)言語習得の観点から小学校英語教育を考えます。
３)アジア諸国の小学校英語教育の現状・課題について説明します。
４)英語のリズム、クラスルーム・イングリッシュ等を練習します。
５)英語活動(チャンツ、ゲーム、コミュニケーション活動,small talk等）を実際に体験します。
６)文字の導入や文字を扱った活動を体験します。
７)グループごとに、外国語活動・外国語の模擬授業を実践します。
８）認定試験：　上記１）から７）の内容を確認します。

１)小学校外国語活動・外国語導入の経緯、目的、諸課題等を理解します。
２)実際に英語活動を体験することを通して、小学校外国語活動・外国語の意義を考え、現場で小学校英語教育に取
り組もうとする意欲を培います。
３)小学校における英語コミュニケーション教育の重要性を理解します。

可能でしたら『小学校学習指導要領(平成29年告示）解説外国語活動・外国語編』（文部科学省）をご持参ください。適宜、
プリント教材等を配布いたします。グループごとに模擬授業を実施しますが、その際に必要と思われる絵カードなどの教材
をできる範囲でご準備下さい。文房具、カラー用紙はある程度はこちらで準備いたします。



クラスＣＤ ニ-205 開講日・定員 8/20(火)・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 新学習指導要領に基づく数学科の指導 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな)
小口　祐一　（おぐち　ゆういち）

荻原　文弘（おぎはら　ふみひろ）
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（数学） 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】新学習指導要領に基づく数学科の指導（新展開）

中学校及び高等学校数学科の目標・内容の理解を深め，指導と評価の方法について考察する。
A　データの活用：統計の考え，データの収集，データの分析（グラフ表現・数値化）
B　図形：作図から論証へ，空間図形と空間観念，図形の計量（相似・三角比）
C　数と式：数とその拡張，文字式とその利用，方程式・不等式の統合的な見方
D　関数：式・記号化の考え，関数の考えと算数との関連，関数の活用

①　中学校及び高等学校数学科の目標・内容・評価規準等を理解し，指導計画や学習指導案を作成できる。
②　中学校及び高等学校数学科の内容及びその系統性について理解し，学習指導の方法を考察できる。
③　中学校及び高等学校数学科の評価規準及び評価の方法について理解し，指導上の問題点を特定できる。

はさみを持参してください。



クラスＣＤ ニ-206 開講日・定員 8/20(火)・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 デザインの新展開 講習の形態 講義・実習

担当講師名(ふりがな) 齋藤　芳徳　（さいとう　よしのり） 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

小・中・高教諭（図工・美術・工芸） 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 造形活動（彫刻）の新展開 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 島　剛　（しま　つよし） 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

小・中・高教諭（図工・美術・工芸） 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。

１）上屋久町立永田小学校における卒業記念はにわ（モニュメント）制作の活動について報告する。
２）鹿児島と茨城の教育環境の違いを検討する。
３）本県においても同じような活動は可能か不可能か、多角的な視点から検討する。
４）認定試験：講義内容を確認する。

１）他県（鹿児島の離島）の教育環境を知り、本県との共通点と相違点をおさえつつ、教育現場の実際について多角
的な視点から検証し教育改善に向けて考えを進めることが出来る。
２）教育の題材について新たなアイデアや発想をもつことが出来る。

上記の講義内容は配布資料とプロジェクターを使用して実施する。

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】デザインの新展開/造形活動（彫刻）の新展開（新展開）

大学教育では、社会人参加の「全国レベルのデザインコンペ入賞・入選」9年連続の実績がある「デザイン思考」
について、以下の内容でその一部を学修・体験して、学校教育への展開について模索します。
1）デザインとアートの違いについて概説する
2）アイデア創出の技術（デザイン思考）について概説する
3）デザイン思考のワークショップの一部を体験する
4）アイデアの講評会を実施して、学校教育への展開（STEM＋Art）について模索する

1）デザインとアートの違いについて理解する
2）アイデア創出の技術（デザイン思考）を用いて、新しいアイデアを創出する

・下記の論文をプリントして持参してください。事前に読んでおくと講義の理解が深まります。
　齋藤芳徳「アクティブ・ラーニングによるアイデア創造のワークショップの実践研究（1）」
　　http://ir.lib.ibaraki.ac.jp/handle/10109/13503



クラスＣＤ ニ-207 開講日・定員 8/20(火)・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 ダンス・表現運動の学習指導 講習の形態 実技

担当講師名(ふりがな) 篠田　明音　（しのだ　あかね） 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

幼・小・中・高教諭（保健体育） 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 水泳の学習指導 講習の形態 講義及び実技

担当講師名(ふりがな) 富樫　泰一 　（とがし　たいいち） 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

幼・小・中・高教諭（保健体育） 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。

（1）小・中・高の新学習指導要領に沿った，水泳学習課題の構成を考え，学年進行に伴う学習課題の積み上げ
を意識した，水泳学習指導の方法を探る。
（２）水泳の事故防止に配慮した水泳指導の要点を探る。

（１）クロールと平泳ぎの，学習段階に応じた泳法指導ができる。
（２）背泳ぎとバタフライの，導入段階の泳法指導ができる。
（３）水泳の事故防止に配慮した水泳指導ができる。

水泳帽・ゴーグル・競泳用水着の着用が望ましい。 荒天時（雷雨等）には講習内容に沿った講義を行う。

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】ダンス・表現運動の学習指導/水泳の学習指導（新展開）

・指導要領を踏まえた学習指導について考える。
・「課題」を通じて、初めて出会った者同士が身体活動を通して交流できる内容を提供します。
外界との関わりの中で変化する自分の身体をじっくり観察しましょう。結果を急くことなく、「今・ここ」を味わうこと
のできる授業を目指します。

・提示された課題を実践することができる。
・提示さえた課題の意図を理解することができる。
・提示された課題を対象となる学習者に合わせて応用することができる。

・実技にふさわしい服装、上靴（タオル、飲料水他、実技を受ける上で必要な物。）



※この講習を受講する方はニ-104,ニ-108,ニ-301を受講することができません。

クラスＣＤ ニ-208 開講日・定員 8/20(火)・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 幼児教育の現状と課題 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 　神永　直美　（かみなが　なおみ） 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

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】幼児教育の現状と課題（新展開）

・新幼稚園教育要領の基本的な方向性について、社会情勢の変化（幼児教育の無償化、子ども・子育て支援制
度施行、幼児教育の重要性への認識の高まり、保護者支援の重要性、保幼小連携の必要性、茨城県の取組
み）を踏まえ概説する。
・養護教諭や栄養教諭も含めたそれぞれの立場から総合的に理解し、これからの教育を考える視点とする。

（１）幼児教育をめぐる社会情勢の変化を理解する。
（２）今後の幼児教育の方向性について理解する。

幼稚園教育要領を持参してください（インターネットでダウンロードもできます）。


