
クラスＣＤ ハ-104 開講日・定員 8/7(土)・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 教育に活かすインプロ 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 正保 春彦　（しょうぼ はるひこ） 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。

令和3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】教育に活かすインプロ（新課題）

インプロとは即興のことです。学校教育は「本時の目標」に代表される「予定調和」の世界という側面を持って
いますが、他方、対生徒や教員相互のかかわりは、常に、「今、ここ」での即興的側面を持っています。本講習
では、インプロ・ゲームを通して、「今、ここ」で他者とかかわっていくことを体験していき、その上で、即興によっ
て形成される新たな関係性について演習と講義を行います。即興的表現に加えて、他者とのかかわり踏まえ、
他者の内面・心情を理解した上でそれらに取り組むことは、共感性の育成やいじめ等の対人的問題への対応
にも有効です。

・各種のインプロ・ゲームを通して即興が持つ意味と効果を体験することによって「今、ここ」の体験が持つ意味を理
解し、その上で新たな関係性の構築に取り組むことができる。

正保担当の「心を育てるグループワーク」と一部内容が重複します。



クラスＣＤ ハ-105 開講日・定員 8/7(土)・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 幼児教育の可能性を探る 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。

令和２年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】幼児教育の可能性を探る（新課題）

幼児教育を発達の長いスパンのなかでとらえなおし、これから求められる幼児教育の可能性について検討す
る。単なる講義ではなく演習を取り入れた講習にしたい。午前中の授業では、思春期に現れる問題行動の理
解をとおして、幼児期に何を大切にしなければいけないのか考える。午後の授業では、具体的な保育事例や
保育記録を検討することにより、どのような実践が求められているのかを考える。
（１）教師に求められる子どもを社会化する眼差しとその限界
（２）いい子の危険と自尊感情を育てることの大切さ
（３）子どもの攻撃性や移行対象物について考える
（４）保育にとって環境とは何か
（５）親であることの難しさ：保護者支援について考える。
（６）認定試験：講義した内容を確認する。

（１）思春期までの子どもの成長を見通すことによって、保育において何を大切にしたらいいのかを理解する。
（２）子どもや保護者を表面的に理解するのではなく、深く理解できるようになる。

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-104 開講日・定員 8/7(土)・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 アメリカ文化/イギリス文化/英語学 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな)

君塚淳一（きみづかじゅんいち）
小林英美（こばやしひでみ）
安原真貴（やすはらまさき）

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（英語） 担当時間 6時間（各分野2時間ずつ）

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】アメリカ文化/イギリス文化/英語学（新展開）

英米文学・文化の分野では、教科書でも取り上げられることが多い、エコロジー思想とポップカルチャーを、英
米文学・文化の観点から学ぶ。前者については19世紀詩人ワーズワスと作家ソローの自然観、後者について
は文学作品の映画・演劇や音楽への翻案の事例を概説し、教材化のための具体的なアイデアを提供する。ま
た英語学の分野では、会話において相手の発話を正しく理解するためには、言葉そのものだけでなく、会話の
背後にある背景や前提も考慮しなければなりません。本講習では、背景や前提を交えた発話の解釈やコミュ
ニケーションについて学んでいきます。

【英米文学文化】英米の文学文化を題材にして異文化を教員としていかに解釈し、またそれを教育の現場で生かせ
るかを考え自分なりの視座を持つことを目的とする【英語学】語用論の観点から英語の発話を観察し、発話の背後
にある意味の理解を深め、英語コミュニケーション力を向上させることを目的とする。

各分野ごとに教材は当日配布します。



クラスＣＤ ニ-105 開講日・定員 8/７(土)・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 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）、　臼坂高司（うす
ざか　こうじ）、川路智治（かわじともはる） 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

中学校教諭（技術） 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 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)
野崎英明（のざき　ひであき）、大西　有　（おおに
し　たもつ）、　榊　守（さかきまもる） 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

中学校教諭（技術） 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。

令和３年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】技術科教育における指導と評価および内容の「原理・法則」に関する教材研究

１）学習指導要領改訂の理念
２）求められている授業内容と方法の具体例
３）材料と加工の技術の指導で求められる原理・法則の内容
（木材）

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜資料を配付します。

１）材料と加工の技術の指導で求められる原理・法則の内容
（丈夫な構造・部材）
２）生物育成の技術の指導で求められる原理・法則の内容
３）エネルギー変換の技術の指導で求められる原理・法則の内容
（電気）

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜資料を配付します。

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-105 開講日・定員 8/７(土)・100名

対象職種 教諭のみ 講習形式 オンライン講習

令和３年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択】技術科教育における指導と評価および内容の「原理・法則」に関する教材研究

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)
工藤雄司（くどう　ゆうじ）、佐々木忠之　（ささきた
だゆき）、川路智治（かわじともはる） 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

中学校教諭（技術） 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 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

中学校教諭（技術） 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）

１）エネルギー変換の技術の指導で求められる原理・法則の内容
（機械）
２）情報の技術の指導で求められる原理・法則の内容
・ネットワーク，コンテンツ
３）情報の技術の指導で求められる原理・法則の内容
・プログラム，計測・制御

１）～３）の内容について理解し説明することができる。

適宜資料を配付します。

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。

１）指導と評価
＊この時間の後半３０分で、午前と午後の講習内容に関して筆記試験を行います。

１）の内容について理解し説明することができる。

適宜資料を配付します。

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。


	シラバス (2)

