
クラスＣＤ ハ-101 開講日・定員 8/1(日)・100名

対象職種 教諭 講習形式 オンライン講習

講習科目名
学級経営の視点から見た教育問題へ
の対応

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 菊地　利幸　（きくち　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

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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】学級経営の視点から見た教育問題への対応（新課題）

大きく社会が変化する中で、学校現場が直面する課題を取上げ、令和の時代の学校教育においてどのような
ことが学級経営に活かせるか考察したい。

新たな課題について、各自が認識することができたか。各学校の課題や共通な課題を知り、今後の教育活動に役
立てることができるか。等を目標とする。



クラスＣＤ ハ-102 開講日・定員 8/1(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 ことばの発達と支援 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな)
田原　敬　（たばる　けい）
石田　修（いしだ　おさむ）

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】ことばの発達と支援（新展開）

障害の有無を問わず，特別な支援を必要とする児童生徒の中には，何らかのかたちで言語面に困難さを抱え
ている者も少なくない。本講義では，言語発達の概要や発達の遅れの問題（担当：田原），及び発音・吃音に
関する問題（担当：石田）などを中心に扱い，それらの知見をふまえて彼らにいかなる支援が必要かについて
講じる。

ことばの発達の概要とその障害，及び困難さに対する支援法を理解し，説明することができる。

適宜プリントを配布。



クラスＣＤ ハ-103 開講日・定員 8/1(日)・100名

対象職種 教諭のみ 講習形式 オンライン講習

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

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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【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」をオンライン上で体験し、
実際に「知識構成型ジグソー法」を用いた授業のアイデアを考えます。

（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」に向けた授業のアイデアを考えられる。

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。
途中で発言、グループワーク、表示名の変更などをお願いする予定ですので、発言できる環境でのパソコンか
らの参加をおすすめします。
授業のアイデアづくりのテーマは「食」です。ご自分の校種・教科で「食」に関係しそうな資料（教科書や学習指
導要領等）をご用意ください。



クラスＣＤ 二-101 開講日・定員 8/1(日)・100名

対象職種 教諭のみ 講習形式 オンライン講習

講習科目名 国語科教育と語彙指導 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 鈴木一史（すずきかずふみ） 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

小・中・高教諭（国語） 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 国語科教育と語彙指導 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 齋木久美（さいきくみ） 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

小・中・高教諭（国語） 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。

令和３年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】国語科教育と語彙指導（新展開）

①　現行の学習指導要領の「学習内容の改善・充実」に挙げられている「語彙指導」について、データをもとに語彙の「量」と
「質」について考える。
②　文学的文章や説明的文章の読解に資するための具体的な語彙指導について、教科書教材を中心に演習を行う。

①「語彙」について、データに基づいて捉えることができ、これからの語彙指導について考察することができる。
②「言語活動」についての実践的体験により、言語活動における内省ができる。

特になし

①書字の基礎基本とその習得のための学習指導について考察します。
②低学年で求められる水筆用筆等を用いる学習、日常の書字活動に生かす学習について考えます。

①書字の基礎基本についてとらえることができ、その学習指導について考察することができる。
②低学年で求められる水筆用筆等を用いることや日常の書字活動に生かす学習などについて指導の工夫を検討できる。

特になし

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。



クラスＣＤ ニ-102 開講日・定員 8/1(日)・100名

対象職種 教諭のみ 講習形式 オンライン講習

講習科目名 造形教育論 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 向野康江（こうのやすえ） 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・高の教諭
（表現・図工・美術・工芸）

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】造形教育論（新展開）

　指導要領を踏まえた学習指導や授業設計、教材開発の再確認のために、幼児、児童、生徒の描画発達段
階について学習します。新たな知見として、性同一性障害(GID) の子はどのような絵を描くのかも学習します。
本人が自覚するまで苦しみ抜くというのは、おかしなことではありませんか。その子が描いた絵によって、早い
時期からGIDであることが判断できれば、周囲の大人（主に親や教師) が、その子にとって何がよりよい環境で
あるのか、ともに考えたり、提供したりすることができるでしょう。もはや、学齢期にGIDの子が傷つきながら過
ごすことは、あってはならない時代なのです。
　発達段階を学習した上で、教材のパターンとその特徴を紹介します。「表現」と「鑑賞」の基本的な方法を再
確認し、多種多様なより豊かな社会の形成に向けて、感性と表現技術をどのように育成していけばよいのかを
考えます。
　講習の形態はリモートです。講義の中に実践をしてみせます。その実践を見て皆さんも、試験問題に応じてく
ださい。

・表現（描画）発達段階について理解できる。
・教材のパターンとその特徴を理解できる。
・表現活動と鑑賞活動の方法を理解できる。
・実技実践で実技技能を形成できる。
【用意する物】　画用紙（A４サイズ2枚）トレースできる薄い紙、B4鉛筆、ストロー、水彩絵の具セット、洗剤、金
網、歯ブラシ、ハサミ、ビットのり
服装は汚れてよい恰好をしておくか、エプロンを用意してください。



クラスＣＤ ニ-103 開講日・定員 8/1(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 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。

令和３年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【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）。


	シラバス (2)



