
※この講習を受講する方はハ-214を受講することができません。

クラスＣＤ ハ-209 開講日・定員 8/21(水)・120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 発達障害の理解と支援 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな)
細川　美由紀　（ほそかわ　みゆき）
田原　敬　（たばる　けい）０００００0

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】発達障害の理解と支援（新課題）

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されている。本講義では、発達障害（細川担当）および，聴覚情報処
理障害，発達性協調運動障害，言語発達遅滞などの発達障害と関連の深い障害（田原担当）における概念およびその原
因に関する知見を紹介した上で，彼らにいかなる支援が必要かについて講じる。

発達障害やそれに関連する障害の概要や背景、支援の方法について理解することができる。

適宜プリントを配布する。



クラスＣＤ ハ-210 開講日・定員 8/21(水)・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 公衆衛生 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

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】公衆衛生（新課題）

この講義では集団の健康を保持増進するための活動としての公衆衛生の考え方と活動の概要を理解することにより、学校
における児童生徒等の健康管理・健康教育のための基礎知識を理解するとともに、教職員自身の健康管理についても理解
を深めるようにする。具体的内容としては、①公衆衛生の考え方とケアの考え方　②集団の健康の把握　③健康管理の方
法　④感染症の予防　⑤生活習慣病の予防　⑥健康・安全の危機管理　を中心とする。特にこの講義では学校の場を念頭
に置いた小集団における健康管理のあり方を中心に学ぶことにする。

①集団の健康の把握に関する基本的知識を理解する
②健康管理の技法について理解する
③感染症の予防法の基礎について理解する
④生活習慣病の予防法の基礎について理解する
⑤健康の危機管理の基本について理解する

特にありません。



クラスＣＤ ニ-209 開講日・定員 8/21(水)・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 学習指導要領の改訂と歴史学習 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 木村　勝彦　（きむら　かつひこ） 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（社会・地歴） 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 日本史の最新研究と学習内容 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 千葉　真由美　（ちば　まゆみ） 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（社会・地歴） 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。

生徒が歴史を大観できる、歴史を学ぶことの意味を考えることができるような日本史の内容を視野に入れ、近世社会全体に
関わる問題を中心として、近年注目されているテーマや最新の研究成果と関連づけて説明する。

・近年の研究動向をふまえた日本史の内容を理解する。
・教員としての専門性を高める。

特になし。資料は当日配布します。

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。

【選択】学習指導要領の改訂と歴史学習／日本史の最新研究と学習内容（新展開）

次の順序で講義を行う。
１）近年の教育改革の流れを踏まえて新学習指導要領における社会科の位置を確認する。
２）その上で歴史的観点から教科としての社会科(含地歴科)の意義を検討する。

１）近年の教育改革の中で学習指導要領と社会科の意味を理解する。
２）教科としての社会科の意義について理解する。

講義内容については必要に応じて資料を配布する。また履修者間の意見交換の時間も予定している。



クラスＣＤ ニ-210 開講日・定員 8/21(水)・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 離散数学の話題から 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 松村　初　（まつむら　はじめ） 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

小学校教諭 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 三角形・四角形の対称性と群 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 　　吉井　豊　（よしい　ゆたか） 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

小学校教諭 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。

「群」とは、様々な対象におけるある種の対称性を記述するための概念であり、物理や化学など自然科学の分野や、情報科
学の分野において広く利用されている。本講義では、小学校の図形に関する単元でよく扱われる、三角形と四角形の対称
性を考察することによって群の考え方を導入し、図形の分類を行う。

・小・中学校で習う三角形や四角形の分類と対称性との関連性を理解する。
・合同変換の合成（もとの図形にピッタリ重ねる操作を続けて行うこと）を代数的な計算で求めることができる。

ノート、筆記用具を持参してください。テキストは使用しません。

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。

【選択】離散数学の話題から／三角形・四角形の対称性と群（新展開）

いくつかの点と、それらを結ぶ線で作られた図形を「グラフ」と呼ぶ。このグラフの性質について研究する学問がグラフ理論
である。数え上げやデータの整理と関わりが深く、グラフを用いることで理解しやすくなることがある。本講義では、グラフ理
論の中から一筆書きや地図の塗り分けなどを題材として取り上げ、離散数学の考え方と、数え上げやデータの整理との関
わりについて解説する。

離散数学のいくつかのトピックについて、児童や生徒に分かりやすく説明できる。

ノート、３色以上の多色ボールペンを持参してください。テキストは使用しません。講義中、先生方をランダムに指名して発言
いただく機会を設けます。あらかじめご了承ください。



クラスＣＤ ニ-211 開講日・定員 8/21(水)・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 ソルフェージュ 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 田中　宏明　（たなか　ひろあき） 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

小・中・高教諭（音楽） 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 編曲法 講習の形態 実習

担当講師名(ふりがな) 山口 哲人　（　やまぐち　あきひと　） 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（音楽）
（音楽に興味のある教諭・音楽に関する知

識・センスは問わないが、五線紙に音符が書
くことの出来る方、書こうと必死に努力する

方.）

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）自分の創作目的を明確にするため「編曲計画
書」を書いてもらった後、それを基に受講生一人一人と
話し合い、アドバイスを参考にしながら音符を書いても
らいます。講習（実習）全体が実技筆記テストとお考えく
ださい。実習課題の完成と熟達度等を成績評価の基準
とします。音符の書き方がわからないので、あるいは教
則本のはじめのページから説明してもらっていないので
楽譜なんか書けるわけないじゃあないですか、と言って
音符をひとつも書かない（自作編曲を提出しない）人に
は遠慮なく０点をつけますのでその覚悟で講習に臨ん
でください。これは、音楽・楽器の知識がないと駄目と
か、音感が優れていないと受講不可と言っているわけ
ではありません。何とかして原曲を自分の望む形態で
理想のサウンドに近づくよう自力で考え努力しないとア
レンジの講習会など受けるだけ無駄、ということです。

（備考）何でも持ち込んでもＯＫ。普段演奏している得意楽器
等を使用しても良い（ただし、自力で搬入できる楽器に限
る）。電子鍵盤なら受講者全員分用意できます。

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。

・指導要領を踏まえた学習指導や授業設計、教材開発の再確認、新たな知見の獲得

文部省唱歌等、教科書に掲載された楽曲の合唱、または器楽合奏への編曲実習。とにかく音符をどんどん書いてもらいま
す（「編曲技法」の講義を３時間聞きその後簡単なペーパーテストをしたら点数に関係なく合格となるというような楽で甘い講
習ではありません、そういう考えの方はこの講習は受講しないほうがよろしい）。随時個人的に楽器法、和声法、対位法等
をアドバイスしながら進めます。
こちらで用意した楽曲の編曲だけでなく、希望があればそれぞれの現場で取り上げている曲・取り上げたい曲の編曲実習
（コンクール候補曲や校歌等を今いる部活動のメンバー編成で編曲したい、担任クラスで歌うためにＪポップヒットナンバー
を２部合唱＋ピアノ伴奏に編曲したい等）も行う。

出来る限り受講された方の現場でのお役に立てる講習にしたいとは思います。

だが！作曲とか編曲などというものは、創作意図、演奏者や聴衆のニーズ、演奏場所等によってケースバイケース、多種
多様であるので、「これさえ憶えておけば編曲はカンペキ！」などという法則はありません。全ての受講者がたった数時間の
アドバイスだけで自分の望む編曲がスラスラできるようになる！なんていうのはまあおそらく不可能。であるので、全員が
100％満足する講習にできることほぼ無理である、ということを予めお断りしておきます。

少しでも自分の意図どおりに音符を記すことができたか？！また、与えられた条件にふさわしい編曲になったか？！

筆記用具。こちらで五線紙は用しますが、できたら自分で書きやすいもの＝書いたページだけ提出できるような製本されて
いないもの＝をご用意ください。
現場で使用している、あるいは使用予定で編曲希望の楽曲がありましたら楽譜を持参してください。また、事前アンケートが
あったらその曲名・使用目的等を詳しくお知らせ頂けましたら幸いです。

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。

【選択】ソルフェージュ/編曲法（新展開）

テンポの保持、休符の入ったリズム練習、リズムの模倣、良い音程で歌うコツ、和音伴奏付きでの音階のニュアンス、高音
部譜表・低音部譜表のドレミを読む練習、旋律聴音の導入、3和音などの音楽的内容を、学校の授業（主に小中学校の）で
使える平易な言葉と内容に置き換えつつ、楽しみながら実習を行う。

様々な音楽的要素を子供たちにわかり易い言葉で伝え、楽しい音楽の授業運営が出来るようになること。

１２段の五線紙と筆記用具を各自準備してください。テキストはこちらで用意いたします。服装は自由です。多人数のため
各々の受講生が持つ音楽力に個人差があることが予想されます。そのため、人によっては講習内容が易しく感じたり、難し
く感じたりすることがあります。



クラスＣＤ ニ-212 開講日・定員 8/21(水)・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 技術科の指導と評価 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 大西　有　（おおにし　たもつ） 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（技術・工業・情報） 担当時間 1.5

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 材料と加工の技術（木材） 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 臼坂　高司　（うすざか　たかし） 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（技術・工業・情報） 担当時間 1.5

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。

「技術科の指導と評価」の内容を踏まえ，木材を中心に以下の内容を概説する。
１）材料や加工の特性等の原理・法則と材料の製造・加工方法等の基礎的な技術の仕組み
２）材料と加工の技術の見方・考え方
３）学習活動（実習）例と配慮事項
○中学校技術科の内容を中心に実施する。
〇認定試験：講習内容を確認する。

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜プリントを配付します。

【選択】技術科の指導と評価/材料と加工の技術（木材）/材料と加工の技術（金属・プラスチック）/生物育成の技術（新展開）

新しい中学校学習指導要領「技術･家庭」（技術分野）で求められている指導と評価のあり方について，小学校、高等学校工
業科，情報科との関連を踏まえて，以下の内容を概説する。
１）技術分野の目標の構造（旧学習指導要領との比較）と育成する資質・能力について
２）技術の見方・考え方
３）各内容の構成と求められる問題解決的な学習指導と評価
○中学校技術の内容を中心に実施する。
〇認定試験：講習内容を確認する。

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜プリントを配付します。

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。



クラスＣＤ ニ-212 開講日・定員 8/21(水)・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
材料と加工の技術

（金属・プラスチック）
講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 野崎　英明　（のざき　ひであき） 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

小・中・高教諭（技術・工業・情報） 担当時間 1.5

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 生物育成の技術 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 大西　有　（おおにし　たもつ） 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（技術・工業・情報） 担当時間 1.5

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）

「技術科の指導と評価」の内容を踏まえ、以下の内容を概説する。
１）育成する生物の成長、生態の特性等の原理・法則と育成環境の調節方法等の基礎的な技術の仕組み
２）生物育成の技術の見方・考え方
３）学習活動（実習）例と配慮事項
○中学校技術科の内容を中心に実施する。
〇認定試験：講習内容を確認する。

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜プリントを配付します。

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】技術科の指導と評価/材料と加工の技術（木材）/材料と加工の技術（金属・プラスチック）/生物育成の技術（新展開）

「技術科の指導と評価」の内容を踏まえ，金属・プラスチックを中心に以下の内容を概説する。
１）材料や加工の特性等の原理・法則と材料の製造・加工方法等の基礎的な技術の仕組み
２）学習活動（実習）例と配慮事項
３）簡単な実験
○中学校技術科の内容を中心に実施する。
〇認定試験：講習内容を確認する。

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜プリントを配付します。


