
クラスＣＤ ハ-108 開講日・定員 6/23(日)・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 インクルーシブ教育の理念と動向 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 荒川　智　（あらかわ　さとし） 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

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】インクルーシブ教育の理念と動向（新課題）

１）インクルーシブ教育の基本的な理念と動向について解説する。
２）障害者権利条約の教育条項と文科省のインクルーシブ教育システムについて検討する。
３）インクルーシブな学級・学校づくり・地域づくりに向けた先駆的な実践について紹介する。
４）インクルーシブ教育の観点から現行特別支援教育の制度・政策を検討する。
５）認定のための小論：講義の内容と自分の考えをまとめる。

１）インクルーシブ教育の基本的な考え方について理解し、周囲にわかりやすく説明できる。
２）インクルーシブ教育の構築に向けて、どのような実践ができるか考える。

適宜プリントを配布。参考図書：荒川智・越野和之『インクルーシブ教育の本質を探る』全国障害者問題研究会
出版部（試験持ち込み可）



※この講習を受講する方はロ-210,ロ-302,ロ-902を受講することができません。

クラスＣＤ ハ-109 開講日・定員 6/23(日)・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・ラーニングによる道徳授業 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 小川　哲哉　（おがわ　てつや） 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・ラーニングによる道徳授業（新課題）

新学習指導要領においては主体的・対話的で深い学びが求められており，そのための有効な教育方法として
「アクティブ・ラーニング」に注目が集まっている。本講習では，アクティブ・ラーニングによる授業づくりを「道徳」
を事例として学んでいきたい。講習では，自我関与的な学習，問題解決学習，体験的な学習等を中心にした道
徳授業モデルを受講生諸氏と考え，主体的・対話的で深い学びはどのようにしたら実践できるのかを学んでい
く。

１）アクティブ・ラーニングの理論と実践の理解を深める。
２）読み物教材の登場人物への自我関与を行う授業，問題解決的な授業，道徳的行為に関する体験的な授業に対
する理解を深める。
３）授業の技術やスキルの習得を深める。

講義形式の授業も行うが，講習の大部分はグループワーク等による協働学習がメインであることをご承知おき
頂きたい。



クラスＣＤ ハ-110 開講日・定員 6/23(日)・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 子どもの体力づくり 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 渡邊　將司　（わたなべ　まさし） 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

教諭、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 心身のコンディショニング 講習の形態 実技

担当講師名(ふりがな) 上地　勝　（うえち　まさる） 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

教諭、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）

心身のコンディションを整えることは，日々の安定したパフォーマンス発揮には欠かせない。本講習では心身の
コンディショニングの方法を学び，日々の仕事や生活に活用できるようにすることと，児童生徒の指導に役立て
られるようにすることを目的とする。

コンディショニングについての基礎的理論を理解し，自分の課題に合わせて実践できること，さらに児童生徒の指導
に役立てることができる。

運動ができる服装，体育館シューズ，飲み物を用意してください。
保健体育以外の先生方の積極的な参加をお願いします。

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。

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】子どもの体力づくり/心身のコンディショニング（新課題）

現在、子どもの体力低下が問題となっている。しかし、体力が低いことはなぜいけないのかを説明できるだろう
か？本講習では、子どもの体力づくりの意義を概説するとともに、体力づくりの方法について講義や意見交換す
る。
子どもの体力づくりについては学校・園全体で取り組む場合が多い。そのため、体育を専門としない教員にも必
要な知識を獲得できるような内容で講習を進めていく予定である。

①子どもの体力を高めることの意義を理解できる。
②学校・園に応じた体力づくりの方法を具体的に立案することができる。

本講習（午前）では運動実技を実施しないが、午後の講習では運動実技を体育館で実施するので、室内シュー
ズと運動に適した服装の用意をすること。



クラスＣＤ ハ-111 開講日・定員 6/23(日)・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 相手の世界に近づくフィールドワーク 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 　　石井　宏典　（いしい　ひろのり） 所　　　属 人文社会科学部

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】相手の世界に近づくフィールドワーク（新課題）

「フィールドワーク」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その目的や内実について、じつはよくわからない
という人も少なくないと思います。フィールドワークは、ひと言で表現するなら、自分の知らない相手の世界に近
づくための作業（ワーク）といえるでしょう。学校現場等においても、児童・生徒、保護者、同僚など多様な「相手」
がいると思います。この講習では、担当講師の沖縄での長期的フィールド研究の経験を活かし、教室内での
ワークも取り入れながら、心理学を含む人間科学分野におけるフィールドワークという営みの核心を学びます。

1. 人間科学分野のフィールドワークについて、どのような実践なのかを理解する。
2. フィールドワークをおこなうさいの基本姿勢を学ぶ。
3.　日常の現場でフィールドワークの精神と姿勢を活かせるようになる。

受講生同士が交流し、お互いに知りあうようなワークを含みます。



※この講習を受講する方はニ-217を受講することができません。

クラスＣＤ ニ-109 開講日・定員 6/23(日)・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 城下町・水戸の地理・歴史を学ぶ 講習の形態 午前は講義、午後は巡検

担当講師名(ふりがな)
小野寺　淳　（おのでら　あつし）
田中　耕市　（たなか　こういち）

所　　　属
教育学部

人文社会科学部

主な受講対象者
これ以外の希望者も受講可

小・中・高教諭（社会・地歴） 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】城下町・水戸の地理・歴史を学ぶ（新展開）

午前中は，小学校「身近な地域の学習」，中学校社会科「地域調査の具体的な活動」，高等学校地理「地域調査
の方法」に活用できるよう，水戸城下町の成り立ちと特色，城下の城郭や堀などの構造，武家地や町人地の土
地区画などについて，小野寺が詳しく講義する。午後は，実際に大工町から弘道館まで歩きながら，小野寺と田
中が水戸中心市街地の変化を具体的に解説する。

勤務校の授業等で活用できる基礎的な知識と調査方法を習得できる。

小雨程度であれば実施。水分補給の飲み物持参、２時間半程度歩くため歩きやすい靴を着用下さい。



クラスＣＤ ニ-110 開講日・定員 6/23(日)・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 解析学のトピックから 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 梅津　健一郎　（うめづ　けんいちろう） 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 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 幾何学の話題から 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 栗原　博之 （くりはら　ひろゆき） 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

中・高教諭（数学） 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】解析学のトピックから/幾何学の話題から（新展開）

解析学の基本概念である「変化の割合」に関するトピックを取り上げる。すぐに役立つ事柄というよりも，解析学
における基本概念を再訪して，それぞれの有機的なつながりや発展を確認する。

微積分の基本的な概念を自らの言葉で再構築できる。

ノート，筆記具を持参してください。テキストは使用しません。事前に下記の単元を再確認しておいてください。
１次関数と変化の割合（中２）； 関数y=ax^2の変化の割合（中３）；  微分係数と導関数（数学II）

・日常生活の中に潜む図形とその性質について、調べることを目的とする。
・閉じている曲線の幅を定義し，幅が一定の閉曲線について調べる。具体的に定規，コンパスを用いて作図を行
う。

・作図をするため，定規，コンパスを持参してきて下さい。

・板書を写すため、ノート、筆記用具を持参してきて下さい。
・作図をするため，定規，コンパスを持参してきて下さい。

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-111 開講日・定員 6/23(日)・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 バレーボールの学習指導 講習の形態 演習

担当講師名(ふりがな) 勝本　真　（かつもと　まこと） 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（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 陸上運動の学習指導 講習の形態 実技

担当講師名(ふりがな) 渡邊　將司　（わたなべ　まさし） 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（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。

陸上運動は走・跳・投種目で構成されている。記録との戦いは自己との戦いでもあり、できるようになることや記
録が向上することに面白味を感じる運動である。本講習は短距離走，ハードル走，長距離走，走り高跳び，走り
幅跳び，投運動の動きのポイントを講義するとともに，授業で活用できそうな視点を紹介する。

①良い動きのポイントをおさえ、動きを評価できる。
②授業に応用できそうなアイデアを生み出す。

晴天時は屋外（陸上グラウンド）、雨天時は体育館で実技なので、運動できる服装で参加してください。

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】バレーボールの学習指導/陸上運動の学習指導（新展開）

・ソフトバレーボールに関する「体つくり運動」や児童・生徒の技能に合わせた練習方法など、授業で活用できる
教材を紹介する。それとともに、ボール運動における重要な運動感覚の習得を解説し、体験してももらう。

・グループ活動を中心とした実技であり、観察しながらお互いを指導する形式で行う。

・ソフトバレーボールの特徴を理解し、それらの学習指導方法を立案でき、様々な観点で指導できるようになる。

・運動ができる服装、体育館シューズを準備する
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