
クラスＣＤ ロ-101 開講日・定員 7/25(日)・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名
学校をめぐる近年の状況の変化と
危機管理上の課題

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな)
髙野貴大（たかのたかひろ）・
加藤崇英（かとうたかひで）

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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】学校をめぐる近年の状況の変化と危機管理上の課題

・学校をめぐる近年の状況の変化について様々な統計データ等を基に概観し、そのような変化が学校の在り
方に及ぼす影響について検討する。

・子どもの問題・課題が複雑化・多様化することに伴って拡大する学校危機管理についての視点と課題につい
て明らかにする。

・子どもの抱える課題が複雑化・多様化している背景を踏まえ、学校をめぐる状況の変化とその課題について理解
できる。

・学校における危機管理の対象や範囲を踏まえて、視点と課題を理解できる。

本講習内容に関連したご自身の学校についての資料等を、ご負担の少ない範囲でご持参いただければ幸い
です。



クラスＣＤ ロ-102 開講日・定員 7/25(日)・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名
法令改正・審議会等の状況と「チーム
学校」による組織的対応の考え方

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな)
加藤崇英（かとうたかひで）・
髙野貴大（たかのたかひろ）

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

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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】法令改正・審議会等の状況と「チーム学校」による組織的対応の考え方

・教育の内容に関わるものから、学校組織や教育行政・教育委員会に関わるものまで、とりわけ2000年代以降
の法令改正及び国の審議会の状況等を中心にその展開を明らかにする。

・近年の改革の中で直面する諸課題に対して「チーム学校」として対応する上での考え方と在り方について検
討する。

・近年の教育関連の法令改正及び国の審議会の状況等の流れについて理解できる。

・学校が組織として対応することが求められる背景と、「チーム学校」として対応していく視点と課題について理解で
きる。

近年の法令改正や審議会の状況等で分からないことや知りたいことなどを、事前にお考えいただければ幸い
です。



クラスＣＤ ロ-103 開講日・定員 7/25(日)・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名 主体的・対話的で深い学び 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 豊田　昌幸　（とよだ　まさゆき） 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 対話のある授業をつくる 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 開田　晃央　（　かいた　てるお　） 所　　　属 茨城大学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）

・主体的・対話的で深い学びを実現するためには，形式的な話し合いや体験活動の導入ではなく，自分らしさを発揮できる
学習環境が大切となる。そこで誰もが安心して学習に参加できる環境づくりと子供がかかわりながら学びたくなる授業づくり
はどうあるべきかについて学ぶ。さらに，授業実践例を基に，具体的な授業改善のポイントについて考察する。

・主体的・対話的で深い学びを実質化するための考え方を習得する。
・学びの質を高めるための授業改善に向けて具体的な視点をもつ。

・新学習指導要領の総則を一読しておいてください。

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。

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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】主体的・対話的で深い学び／対話のある授業をつくる

小・中学校の新学習指導要領に基づいて「アクティブ・ラーニングとは何か」、「なぜ今アクティブ・ラーニングなのか」といっ
た意味や背景などの概要を理解し，主体的・対話的で深い学びを実現するための校内研修や授業づくりにどう取り組んで
いくかについて考察する。

・これからの時代に求められる育成すべき資質・能力について理解することができる。
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善の取り組み方について考察することができる。

特になし



クラスＣＤ ロ-104 開講日・定員 7/25(日)・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名 教育相談の基礎 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 丸山　広人（まるやま　ひろと） 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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】教育相談の基礎

昨今の児童生徒の適応上の課題（不登校・いじめ・発達障害等）を対象にして、それぞれの問題に対する基本
的な理解とその経過について解説したうえで、多方面からの対応方法について、事例を交えながら考えてい
く。講習は，インターネットを利用した「ＺＯＯＭミーティング」アプリによる「同時双方向型（テレビ会議方式）」で
実施します。

１．不適応的児童生徒の行動の特徴とその背景を理解する
２．不適応的児童生徒の個別的な問題を理解して対応方法を考えることができる



クラスＣＤ ロ-105 開講日・定員 7/25(日)・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名
教師・学校と親・家庭及び地域の連携
及び協働

講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 宮本　浩紀　（みやもと　ひろき） 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

幼・小・中・高・特別支援学校教諭 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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】教師・学校と親・家庭及び地域の連携及び協働

1.「開かれた学校」をめぐる諸問題(講義)
2.コミュニティスクールの現状(講義)
3.学校、家庭、地域の連携に関する教育実践の紹介(講義／演習)
4.自らの勤務校における「開かれた学校づくり」の検討（演習）
5.今後の学校、家庭、地域の連携に関する実践的な課題（まとめ）
6.上記の内容に関する認定筆記試験

1.「開かれた学校」づくりを実現する上での問題を理解できる。
2.コミュニティスクールに関する基礎理論と現状を理解できる。
3.学校内外の連携・協働の教育実践について考察し、課題を把握できる。

・授業では、紹介する事例や勤務校の状況に関する演習（個人ないしグループワーク）を取り入れる予定です。
・認定筆記試験を実施する予定です（ただし、実施形態に応じて変更となる場合があります）。



クラスＣＤ ロ-106 開講日・定員 7/25（日）・100名

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名 授業におけるICTの活用 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 小林　祐紀　（こばやし　ゆうき） 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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】授業におけるICTの活用

教育の情報化に関する現状と今後の展望について、先進的な実践事例、日常的な実践事例をもとに講義する。また、授業
で役立つ具体的なＩＣＴ活用の内容と方法について、演習を交えて検討する。なお、基本的な活用となる小学校の事例を中
心に講義・演習を進める。

１）情報化社会における学校教育の変化と課題を情報教育の視点から理解することができる。
２）新しい情報技術を利用した教育（授業）を構想し，指導する力量を培うことができる。

・演習を取り入れるため、高速ネットワークに接続できる環境であること
・YouTubeの動画を視聴して進める場合が想定されるため、視聴できる環境を確保すること
・演習を実施するため、比較的性能の良いコンピュータを用意するか、講義を視聴するコンピュータ等とは別の端末を用意
すること
・アプリの共同編集機能を使用してグループワークの成果をまとめる学習が想定されるため、アプリの操作ある程度習熟し
ておくこと


	シラバス (2)



