
広島文化学園大学 ・ 広島文化学園短期大学 

令和 3 年度 教員免許状更新講習のご案内 
 

 

 

 

 

教員免許更新制は，その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう，定期

的に最新の知識技能を身に付けることで，教員が自信と誇りを持って教壇に立ち，社会の尊敬と

信頼を得ることを目指すものです。 

平成21年4月1日以降(教員免許更新制の導入後)に初めて授与された新教員免許状をもってい

る先生方は，有効期間が予め定められており，有効期間の満了の日までに更新講習を受講する必

要があります。平成21年3月31日までに授与された旧教員免許状をもっている先生方は，生年

月日に応じて更新講習の修了確認期限が定められています。 

平成28年4月から免許状更新講習規則に一部改正があり，新たに｢選択必修領域｣が導入さ

れ，修了確認期限までに30時間以上(必修領域：6時間以上，選択必修領域：6時間以上，選択

領域：18時間以上)の更新講習の課程を受講・修了し，免許更新の所定の手続きを行うことが必

要となりました。 

広島文化学園大学・広島文化学園短期大学は，文部科学省から認定を受け，令和3年度教員免

許状更新講習を開講します。受講を希望される先生方は教員免許状更新講習のご案内によりお申

し込みください。 

 

 

 

 

 
【必修領域】  

■免許状更新に必要な必修領域の時間数：6時間以上（日数１日） 

【選択必修領域】 

■免許状更新に必要な選択必修領域の時間数：6時間以上（日数１日） 

【選択領域】  

■免許状更新に必要な選択領域の時間数：18時間以上（日数3日） 

 

 

 

 

 

旧免許状所持者については「修了確認期限」を，新免許状所持者については「有効期間の満了

日」をご確認ください。詳細は文部科学省のホームページでご確認ください。 

【文部科学省ホームページ：教員免許更新制の概要】 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 

  

教員免許状更新講習の概要 

履 修 方 法 

受 講 対 象 者 



 

 

 

 

《阿賀－坂会場》 

【必修領域】全１講座 

講習の名称 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

➀ 教育の最新事情 

(教諭(幼･小･中･高･特支)・養護教諭向け) 

岡本 陽子 

渡邉  満 

池田 龍也 

6 時間 
8 月 9 日 

(月･休) 
6,000 円 50 人 阿

賀 

 

【選択必修領域】全１講座 

講習の名称 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

② 生徒指導上の諸問題と教育相談 

の実践的在り方 

(教諭(幼･小･中･高･特支)・養護教諭向け) 

岡本 陽子 

渡邉  満 
６時間 

8 月 29 日 

(日) 
6,000 円 50 人 阿

賀 

 

【選択領域】全７講座 

講習の名称 
主な 

受講対象者 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

③ 一億総スポーツ社会にお

けるアダプテッド・スポー

ツの意義と役割 

中学校教諭 

（保健体育） 

高等学校教諭 

（保健体育） 

東川 安雄 

山﨑 昌廣 

加地 信幸 

6 時間 
8 月 18 日 

(水) 
6,000 円 50 人 

坂 

④ 最新の体育・スポーツ科学

の知見を学ぶ 

中学校教諭 

（保健体育） 

高等学校教諭 

（保健体育） 

武田 守弘 

房野 真也 

森木 吾郎 

6 時間 
８月 19 日 

(木) 
6,000 円 40 人 

⑤ 新学習指導要領と「体つく

り運動(遊び)」「リズム系

ダンス」の教材と指導法に

ついて 

小学校教諭 

中学校教諭 

（保健体育） 

高等学校教諭 

（保健体育） 

高田 康史

前田 一篤 
6 時間 

8 月 20 日 

(金) 
6,000 円 30 人 

⑥ 教育現場におけるスクー

ルソーシャルワーク 

中学校教諭 

(保健体育･家庭科) 

高等学校教諭 

(保健体育･家庭科･福祉科) 

特別支援学校教諭 

村上須賀子 

工藤 隆治 

河野  喬 

6 時間 
12 月 4 日 

(土) 
6,000 円 50 人 

⑦ これからの時代に求めら

れる道徳教育と道徳授業 

教諭 

(幼･小･中･高･特支) 

養護教諭 

渡邉  満 6 時間 
8 月８日 

(日) 
6,000 円 50 人 

阿
賀 

⑧ 教育現場のメンタルヘル

ス～「気になる子ども」達

への対応 

岡本 陽子 

大野 泰子 

大塚  文 

佐藤 敦子 

6 時間 
8 月１１日 

(水) 
6,000 円 50 人 

⑨ 学校安全における 

危機管理 

岡本 陽子 

大野 泰子 

岩本 由美 

6 時間 
8 月 1２日 

(木) 
6,000 円 50 人 

  

開 設 講 座 

9 月 20 日 

祝 



《長束会場》 

【必修領域】全１講座 

講習の名称 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

⑩ 教育の最新事情(幼稚園教諭向け) 

坂 越  正 樹 

八島 美菜子 

末次 絵里子 

合 原  晶 子 

班  婷 

伊 藤  駿 

6 時間 
8 月 23 日 

(月) 
6,000 円 50 人 長

束 

 

【選択必修領域】全１講座 

講習の名称 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

⑪ 学習指導要領改訂や学校を巡る 

近年の課題、動向(幼稚園教諭向け) 

班  婷 

山 中  翔 
6 時間 

８月 24 日 

(火) 
6,000 円 50 人 長

束 

 

【選択領域】全１講座 

講習の名称 
主な 

受講対象者 担当講師 時間数 講習の期間 受講料 
募集 
人数 

講習
会場 

⑫ 幼稚園教育の現代的課題

について 
幼稚園教諭 

大野呂 浩志 

清 見  嘉 文 

野 々 村  憲 

三 川  明 美 

矢野下美智子 

佐 藤  有 紗 

山下 やよい 

18 時間 

８月 25 日 

(水) 

～ 

８月 27 日 

(金) 

18,000 円 40 人 長
束 

  



 

 

 

 

 

【呉 阿賀キャンパス】 

≪ＪＲ利用の場合≫ 

ＪＲ呉線「安芸阿賀」駅下車 南へ約 700m 

 

≪バス利用の場合≫ 

広電バス「阿賀駅前」バス停下車 南へ約 800m 

ＪＲバス「先小倉」バス停下車 南へ約 800m 

 

≪自家用車の場合≫ 

呉市中心部から休山新道経由で約 10 分 

 

 

 

 

 

 

【広島 坂キャンパス】 

 ≪ＪＲ利用の場合≫ 

ＪＲ呉線「坂」駅下車，約 400ｍ  

 

≪自家用車の場合≫ 

（広島市内から） 

国道 2 号線より国道 31 号線に入り， 

呉方面へ約 10 分 

（呉方面から） 

呉市中心部から国道 31 号線で約 20 分   

 

 

 

 

 

【広島 長束キャンパス】 

 ≪ＪＲ利用の場合≫ 

JR 可部線「安芸長束」駅下車 西へ約 800m 

  

≪バス利用の場合≫ 

広島交通「広島文化学園大学・短期大学行き」 

  ●広島駅前バス乗り場 10 番から約 30 分 

  ●紙屋町バス停(広島バスセンター近く)より 

約 20 分 

  ●横川駅前バス停から約 15 分 

  

講 習 会 場 

広島 坂キャンパス 

呉 阿賀キャンパス 

広島 長束キャンパス 

ローソン･ポプラ 



 

 

 

 

領 域 会場 募集期間 手続き期間 

必修領域 ① 阿賀 

5月17日(月)～5月31日(月) 

 

追加募集 

7月5日(月)～7月16日(金) 

6月7日(月)～6月21日(月)  

 

追加募集 

7月21日(水)～7月30日(金) 

選択必修領域 ② 阿賀 

選択領域 

③ 
④ 
⑤ 

⑥ 

坂 

⑦

⑧

⑨ 

阿賀 

必修領域 ⑩ 

長束 

6月17日(木)～６月30日(水) 

追加募集 

7月5日(月)～7月９日(金) 7月15日(木)～7月28日(水) 選択必修領域 ⑪ 

選択領域 ⑫ 6月17日(木)～６月30日(水) 

※受付は先着順ではありません。（最終日は 17:00 までに必着） 

 手続き書類持参の場合，土曜・日曜・祝日は受け付けません。（受付時間 9:00～17:00） 

 

  

募集期間・手続き期間 



 

 

 

 

本学ホームページ(http://www.hbg.ac.jp/)から申込みを行います 。 

【申込方法】  

(1)Ｗebから｢広島文化学園大学 教員免許状更新講習受講申込申請｣に必要事項を入力のう

え，送信してください。【第1次申請（応募）】 

(2)受講決定者には本学より｢受講決定通知｣，｢免許状更新講習受講申込書｣，｢受講料振込依頼

書｣，「事前アンケート」を登録した住所に郵送しますので，受講料を指定の期日までに指定

の銀行口座に振り込んでください。｢免許状更新講習受講申込書｣，「事前アンケート」は必

要事項を記入後，受講者印の押印及び写真の添付の後、本学が指定するキャンパス「教員免

許状更新講習係」へご返送ください。 

 受講できない方にも，郵送にて通知します。【第2次申請（手続き）】 

※角形２号に「受講申込書等在中」と朱書きしてご返送ください。 

 

【注意事項】  

(1)本学の教員免許状更新講習への受講申込みは，インターネットにより行います。  

原則、電話・FAX等による申し込みはできません。 

(2)｢免許状更新講習受講申込書｣と｢事前アンケート｣の本学への到着および，受講料の振り込

みが完了した時点で，受講決定となります。  

※受講対象者の証明（校長等による証明）が提出されない場合は，受講が取消となる可能

性があります。 

 (3)講習により開催キャンパスが異なりますのでご注意ください。 

 
 

【講習に関するお問い合わせ】 
 

≪呉 阿賀キャンパス≫ 

 〒737-0004 

呉市阿賀南二丁目 10 番 3 号 

 広島文化学園大学 学生部 教員免許状更新講習係 

電話：0823-74-6000 (平日 9:00～17:00) 

FAX：0823-74-5722 

メール：license-renewal@hbg.ac.jp 

 

 

≪広島 坂キャンパス≫ 

 〒731-4312 

安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目 3 番 20 号 

 広島文化学園大学 学生部 教員免許状更新講習係 

  電話：082-884-1001(平日 9：00～17:00) 

FAX：082-884-0600 

メール：license-renewal@hbg.ac.jp 

 

 

≪広島 長束キャンパス≫ 

〒731-0136 

広島市安佐南区長束西三丁目 5 番 1 号 

 広島文化学園大学 学生部 教員免許状更新講習係 

  電話：082-239-5171 (平日 9:00～17:00) 

FAX：082-239-2863 

メール：license-renewal@hbg.ac.jp 

 

 

【申し込みに関するお問い合わせ・送付先】 
 

≪阿賀-坂会場 (呉 阿賀キャンパス)≫ 

 〒737-0004 

呉市阿賀南二丁目 10 番 3 号 

 広島文化学園大学 学生部 教員免許状更新講習係 

電話：0823-74-6000(平日 9:00～17:00) 

FAX：0823-74-5722 

メール：license-renewal@hbg.ac.jp 

 

 

≪長束会場 (広島 長束キャンパス)≫ 

 〒731-0136 

広島市安佐南区長束西三丁目 5 番 1 号 

 広島文化学園大学 学生部 教員免許状更新講習係 

  電話：082-239-5171(平日 9:00～17:00) 

FAX：082-239-2863 

メール：license-renewal@hbg.ac.jp 

 

  

申込方法・お問い合わせ 



 

 

 

 

次の状況の方を優先したうえで受講者を決定します。 

・現在教諭として勤務している方で，令和４年 3 月 31 日に講習の修了確認期限を迎える方 

・次年度から教諭として勤務することが決定している方 

・昨年度，本学の更新講習にお申込みいただきお断りした方 

・本学の卒業生の方 

・過去に本学の更新講習を受講された方 

 

上記優先順位を付けたうえでなお定員を上回る場合は，抽選を行い，受講者を決定します。 

 

 

 

 

 

講習会受講についてやむを得ずご辞退される場合は，講習開講日の前日１７時までに辞退のご

連絡をお願いします。その場合は，受講料の払い戻しをいたします。（受講料から振込み手数料

を差し引いた金額を指定口座へ振り込みます。） 

ただし，講習開講日の前日１７時を過ぎてからのご連絡につきましては払い戻しには応じるこ

とができません。また，受講生の都合で早退した場合も払い戻しには応じることができませんの

でご了承ください。 

 

 

 

 

 

■修了認定試験の合格者(100 点満点の 60 点以上)には，履修証明書を発行します。 

■本学が開講する講習で３０時間修了された方には，修了証明書を発行します。 

■修了証明書，履修証明書は，講習日から２ヶ月以内に登録した住所へ郵送いたします。 

■受講者はご自身で免許管理者（広島県教育委員会等）へ履修証明書等を30時間分添えて 

 修了確認期限の２ヶ月前までに修了確認申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

■教員免許状更新講習の開講・不開講  

台風等の自然災害，担当講師の急病その他教員免許状更新講習を開講できない場合は，教員

免許状更新講習を開講しないことや，開講日，会場等を変更することがあります。  

 

■不開講の決定時期，周知方法等  

教員免許状更新講習が不開講となった場合は，【第1次申請（応募）】で登録したメールア

ドレスへ連絡を行います。  

【決定時期】：本学が判断した時点 

【周知方法】：登録したメールアドレスへの送信等  

 

(注)1. 気象警報発令等により不開講の連絡は，本学のホームページ等の方法により行います。  

2. 前記１により不開講となった場合は，メールでの送信や会場での周知が行えない場合も

想定されます。このような場合は，開講されるキャンパスにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

所定の申込用紙，事前アンケート等にご記入いただいた個人情報は，教員免許状更新講習に関

する業務以外には使用しません。 

履 修 認 定 

講習を中止する場合 

受講料振込み後の辞退 

受講者の決定 

個人情報の取り扱い 



(月･祝) 名

分

～ −

～ −

～ 80

～ 80

～ −

～ 80

～ 80

～ 40

～ −

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や、災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので、
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって、椅子の硬さ、エアコンの効きの強弱、時計の有無といった違いがあります。座布団や上着、
　腕時計等を持参するなど、各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

事後評価アンケート

特記事項 なし

12:50 14:10
③子ども観・教育観等についての省察とカウンセリングマイ
　ンド

14:20 15:40 ④特別支援教育の課題

15:50 16:30 履修認定試験

16:30 16:40

 看護学研究科・看護学部教授
　 岡本 陽子

11:50 12:50 昼休憩

9:00 10:20
①国内外の教育動向、教員に対する社会的要請、学級づくり
　と学級担任の役割

 看護学研究科･人間健康学部
 教授　岡山大学名誉教授
 　渡邉 満

10:30 11:50 ②子どもの発達に関する最新知見（脳科学・心理学等）
 聖泉大学人間学部講師
　 池田 龍也

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

　すべての科目に出席したことを条件として、講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60
点以上を合格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

講習名

【必修】教育の最新事情

履修認定対象職種 特定しない 主な受講対象者 特定しない

 渡邉満・池田龍也・岡本陽子

到達目標

　国内外の教育動向、特に学習指導要領の改訂等、カウンセリングマインドによる子ども観・教育観
等、教員の現代課題（チーム学校、カリキュラムマネジメント等）、子どもの発達に関する最新知見
（脳科学・心理学等）、特別支援教育の課題、学級づくりと学級担任の役割などについて理解してい
る。

開催日 令和3年9月20日 定員 50 受講料 6,000円

呉 阿賀キャンパス

講習内容
　国内外の教育動向（学習指導要領の改訂等）、子ども観・教育観等についての省察とカウンセリン
グマインド、教員に対する社会的要請、子どもの発達に関する最新知見（脳科学・心理学等）、特別
支援教育の課題、学級づくりと学級担任の役割について論じます。

講習会場

大講義室

修了認定の方法



(日) 名

分

～ −

～ −

～ 80

～ 80

～ −

～ 80

～ 80

～ 40

～ −

6,000円

講習名

【選択必修】生徒指導上の諸問題と教育相談の実践的在り方

履修認定対象職種 特定しない 主な受講対象者 特定しない

開催日 令和3年8月29日 定員 50 受講料

講習のスケジュール

講習会場

呉 阿賀キャンパス 大講義室

講習内容

　前半は、いじめ・不登校などの諸問題の現状について述べ、それらの諸問題が起因する諸課題につ
いて検討します。
　後半は、いじめ・不登校・体罰などへの対応事例から事前の予防・初動対応・支援体制など教育相
談の課題と学校内外の連携の在り方について考えます。

到達目標
　いじめ・不登校などの諸問題や諸課題の現状を把握し、予防・初動対応・支援体制・学内外の連携
について適切な理解を持っている。

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として、講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60
点以上を合格とします）。

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:20 ①いじめ、不登校等の学級の諸課題の現状

10:30 11:50 ②学級の諸問題に取り組む教育相談と教育活動の在り方

11:50 12:50 昼休憩

なし

12:50 14:10
③いじめ、体罰問題への対応(1)
　― 自己理解他者理解から始まる相談活動の実際

14:20 15:40
④いじめ、体罰問題への対応(2)
　― 実践事例検討

15:50 16:30 履修認定試験

 看護学研究科・看護学部教授
　 岡本 陽子

 渡邉 満・岡本 陽子

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

 看護学研究科･人間健康学部
 教授　岡山大学名誉教授
　 渡邉 満

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や、災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので、
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって、椅子の硬さ、エアコンの効きの強弱、時計の有無といった違いがあります。座布団や上着、
　腕時計等を持参するなど、各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

16:30 16:40 事後評価アンケート

特記事項



(水) 名

分

～ −

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

講習名 【選択】一億総スポーツ社会におけるアダプテッド・スポーツの意義と役割

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校・高等学校保健体育教諭向け

到達目標
・一億総スポーツ社会について理解し考察することができる。
・生涯スポーツ社会におけるアダプテッド・スポーツの意義と役割について理解し考察することができる。
・アダプテッド・スポーツの体験を通して，その指導法や留意点について理解し考察することができる。

開催日 令和3年8月18日 定員 50 受講料 6,000円

広島 坂キャンパス

講習内容

　第２期スポーツ基本計画において「一億総スポーツ社会」の実現が求められる中，多様なバックグラウンドを
持つ人々を排除せず，共に学ぶことで互いの成長に結びつけようという理念に基づくインクルーシブ教育をス
ポーツ分野で具現化するアダプテッド・スポーツの重要性が増しています。本講習では，アダプテッド・スポー
ツの意義や役割等について概説しつつ，体験やワークショップを通して理解を深めていきます。

講習会場 第2大講義室(1203)/健康福祉ホール(3402)

修了認定の方法
 すべての科目に出席したことを条件として，講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60点以上を合
格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:00 　一億総スポーツ社会とは
　人間健康学部教授
　　東川　安雄

10:10 11:10
　一億総スポーツ社会におけるアダプテッド・スポーツの
  意義と役割

　人間健康学部教授
　　山﨑　昌廣

11:20 12:20 　アダプテッド・スポーツの指導法や留意点
　人間健康学部准教授
　　加地　信幸

12:20 13:20 昼休憩

13:20 14:20 　ワークショップⅠ 　人間健康学部教授
　　東川　安雄

　人間健康学部教授
　　山﨑　昌廣
　
　人間健康学部准教授
　　加地　信幸

14:30 15:30 　ワークショップⅡ

15:40 16:40 　ワークショップⅢ　及び　筆記試験

16:40 17:00 事後評価アンケート

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001

受講に際しての
注意事項

・当日は動きやすい服装でお越しいただき，屋内演習用シューズをご持参ください。
・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001

特記事項 なし



(木) 名

分

～ −

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

講習名 【選択】最新の体育・スポーツ科学の知見を学ぶ

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校・高等学校保健体育教諭向け

到達目標

・スポーツ生理学の体験・実践を通して，その指導法や留意点について理解し考察することができる。
・バイオメカニクスの体験・実践を通して，その指導法や留意点について理解し考察することができる。
・スポーツ心理学(メンタルトレーニング)の体験・実践を通して，その指導法や留意点について理解し考察する
ことができる。

開催日 令和3年8月19日 定員 40 受講料 6,000円

講習会場 広島 坂キャンパス 第2大講義室(1203)/健康福祉ホール(3402)

講習内容

運動やスポーツは、身体の発達、コミュニケーション能力の育成など、体育・スポーツが持つ教育的可能性は多
様であり、そうした期待に応えることが体育・スポーツにはますます求められています。
本講習では，体育・スポーツ科学の中の「スポーツ生理学」、「バイオメカニクス」、「スポーツ心理学(メン
タルトレーニング)」における最新の知見について概説しつつ，体験やワークショップを通して理解を深めてい
きます。

修了認定の方法
 すべての科目に出席したことを条件として，講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60点以上を合
格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:00 スポーツ生理学　（概説）
　人間健康学部講師
  　森木　吾郎

10:10 11:10 スポーツバイオメカニクス（概説）
　人間健康学部准教授
　　房野　真也

11:20 12:20 生体データの収集と活用法（ワークショップ）

　人間健康学部准教授
　  房野　真也
　人間健康学部講師
　　森木　吾郎

12:20 13:20 昼休憩

13:20 14:20 スポーツメンタルトレーニングⅠ(概説)

　人間健康学部教授
　　武田　守弘

14:30 15:30 スポーツメンタルトレーニングⅡ(体験)

15:40 16:40 スポーツメンタルトレーニングⅢ(指導法)

16:40 17:00 事後評価アンケート

特記事項 なし

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001

受講に際しての
注意事項

・当日は動きやすい服装でお越しいただき，屋内演習用シューズをご持参ください。
・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001



(金) 名

分

～ −

～ −

～ 60

～ 60
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～ −
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～ 60
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～ −

講習名

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者
小学校教諭

中学校・高等学校保健体育教諭向け

【選択】新学習指導要領の概観と「体つくり運動（遊び）」「リズム系ダンス」の教
材と指導法について

到達目標
・新学習指導要領における目標や指導内容の概観を理解することができる。
・「体つくり運動（遊び）」領域の目標と教材のあり方について理解することができる。
・「リズム系ダンス」の内容と目標，教材のあり方について理解することができる。

開催日 令和3年8月20日 定員 30 受講料 6,000円

広島 坂キャンパス

講習内容

　講習では，学校現場での体育授業において実践実施が難しいといわれる「体つくり運動（遊び）」「リズム系
ダンス」における教材と指導法について受講者とともに検討していきます。講習の前半は，学習指導要領におけ
る「体つくり運動（遊び）」の変遷や「体つくり運動（遊び）」における教材について学び検討します。後半の
実技研修では，「リズム系ダンス」の指導について実践を通して検討します。

講習会場 第2大講義室(1203)/健康福祉ホール(3402)

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として，講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60点以上を合
格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

11:20 12:20 「体つくり運動（遊び）」における教材の検討（ワークショップ）

12:20 13:20 昼休憩

　人間健康学部講師
　　前田　一篤

9:00 10:00 新学習指導要領の概観と「体つくり運動（遊び）」

10:10 11:10 体育授業における教材の検討

13:20 14:20
新学習指導要領における「リズム系ダンス」の内容と目標
「体ほぐしの運動」に使える身体ワーク

　人間健康学部准教授
　　高田　康史

14:30 15:30 素材からみる「リズム系ダンス」の教材化について

15:40 16:40 「リズム系ダンス」を用いた応用的事例実践

16:40 17:00 事後評価アンケート

特記事項 なし

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001

受講に際しての
注意事項

・当日は動きやすい服装でお越しいただき，屋内演習用シューズをご持参ください。
・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001



(土) 名

分

～ −

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

～ 60

～ 90

～ 30

～ −

講習名 【選択】スクールソーシャルワーカーの必要性とその役割

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者
高「福祉科」、中・高「家庭科」、中・高「保

健体育」、特別支援学校教諭

到達目標
・スクールソーシャルワークの歴史と意義について理解する。
・多様な児童・生徒への支援について理解する。
・ワークショップを通して、地域におけるスクールソーシャルの活用方法について理解する。

開催日 令和3年12月4日 定員 50 受講料 6,000円

講習会場 広島 坂キャンパス 第2大講義室(1203)/健康福祉ホール(3402)

講習内容

　現代の社会問題のなかで、生徒は個性を生かして成長している。生徒の成長は、教育現場と家庭、地域との連
携によって育まれている。本講習ではスクールソーシャルワークを活用して、さらに、豊かな教育現場になるこ
とを願い、次の内容を展開する。午前は、歴史と意義、多様な児童・生徒への支援、地域のネットワークについ
て講義をし、午後は、地域の教育現場におけるスクールソーシャルワークに関するワークショップを実施する。

修了認定の方法
 すべての科目に出席したことを条件として，講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60点以上を合
格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:00 スクールソーシャルワークの歴史と意義
　人間健康学部教授
　　 工藤　隆治

10:10 11:10 現代における多様な児童・生徒への支援
　人間健康学部准教授
 　　河野　喬

11:20 12:20 地域で支えるネットワークづくり
　人間健康学部教授
　　 村上須賀子

12:20 13:20 昼休憩

特記事項 なし

筆記試験

13:20 14:20 ワークショップⅠ

14:30 16:00 ワークショップⅡ、ワークショップⅢ

16:40 17:00 事後評価アンケート

　人間健康学部教授
　　 工藤　隆治
　人間健康学部准教授
 　　河野　喬
　人間健康学部教授
　　 村上須賀子

16:10 16:40

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001

受講に際しての
注意事項

・当日は動きやすい服装でお越しいただき，屋内演習用シューズをご持参ください。
・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-884-1001



(日) 名

分

～ −

～ −

～ 80

～ 80

～ −

～ 80

～ 80

～ 40

～ −16:30 16:40 事後評価アンケート

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

特記事項 なし

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や、災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので、
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって、椅子の硬さ、エアコンの効きの強弱、時計の有無といった違いがあります。座布団や上着、
　腕時計等を持参するなど、各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

履修認定試験

11:50 12:50 昼休憩

12:50 14:10
③道徳科における「主体的・対話的で深い学び」と評価の
　在り方  看護学研究科･人間健康学部

 教授　岡山大学名誉教授
　 渡邉 満

 渡邉 満

14:20 15:40 ④話合いを活発に行う道徳学習の授業づくり演習

15:50 16:30

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:20 ①児童生徒の諸問題と学校の道徳教育の諸課題
 看護学研究科･人間健康学部
 教授　岡山大学名誉教授
　 渡邉 満

10:30 11:50 ②道徳教育の実践における道徳と道徳授業の多様な考え方

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

講習のスケジュール

講習会場

呉 阿賀キャンパス 大講義室

講習内容

　道徳教育は、学校教育の基盤に位置づく教育活動であり、すべての教員が取り組む課題です。そこ
で本講習では、現代社会の諸課題を踏まえながら、これからの学校の道徳教育の意義と道徳の学びの
諸課題について解説し、その上で小学校、中学校の道徳授業の諸課題について、幼児から高校生まで
の発達段階を踏まえながら具体的な学びの在り方について事例を示しながら解説します。

到達目標
　現代社会の諸課題と学校の道徳教育と道徳授業の諸課題について適切に理解し、子供たちの学びを
活発に展開する方法と評価の在り方等、実践的指導力の基礎を獲得することができている。

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として、講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60
点以上を合格とします）。

6,000円

講習名

【選択】これからの時代に求められる道徳教育と道徳授業

履修認定対象職種 教諭，養護教諭 主な受講対象者 教諭、養護教諭向け

開催日 令和3年8月8日 定員 50 受講料



(水) 名

分

～ −

～ −

～ 80

～ 80

～ −

～ 80

～ 80

～ 40

～ −

6,000円

講習名

【選択】教育現場のメンタルヘルス～「気になる子ども」達への対応

履修認定対象職種 教諭､養護教諭 主な受講対象者 教諭､養護教諭向け

開催日 令和3年8月11日 定員 50 受講料

講習のスケジュール

講習会場

呉 阿賀キャンパス 大講義室

講習内容

　近年の社会環境や生活環境の急激な変化は子どもの心身の健康にも大きな影響を与えており、学校
生活においては、いじめ、不登校、児童虐待、愛着形成不全などの心の問題に対する課題が顕在化し
ています。
　本講習では、事例と演習を交えて実践的に学ぶことによりメンタルヘルスや心の発達を支援する教
員の役割・基本的姿勢について理解を深めていきます。

到達目標
　メンタルヘルスに関する基礎知識を理解し、学校教育現場の問題に対する対処法（コーピング）に
ついて幅広いものの見方ができる。

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として，講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60
点以上を合格とします）。

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

10:30 11:50
②講義　心の健康
　暮らしの場と心の健康/コミュニケーション技法

 看護学研究科・看護学部教授
 　佐藤 敦子

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:20
①講義　子どものメンタルヘルスの理解と心の健康問題への
　対応/心の健康問題を取り巻く最近の状況/「気になる子ど
　も」達への対応/組織的対応の進め方/教職員の役割

 看護学研究科・看護学部教授
 　岡本 陽子

15:50 16:30
 岡本 陽子・大野 泰子
 大塚 文・佐藤 敦子

履修認定試験

12:50 14:10
③講義
　様々な生活不安と社会福祉政策　子ども・教育など/
　ソーシャルワーク実践例

11:50 12:50 昼休憩

 看護学研究科・看護学部教授
 　大塚 文

14:20 15:40
④講義
　心の健康問題とその対応および保健室の役割

 看護学研究科・看護学部教授
 　大野 泰子

16:30 16:40

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や、災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので、
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって、椅子の硬さ、エアコンの効きの強弱、時計の有無といった違いがあります。座布団や上着、
　腕時計等を持参するなど、各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

特記事項 なし

事後評価アンケート



(木) 名

分

～ −

～ −

～ 80

～ 80

～ −

～ 80

～ 80

～ 40

～ −

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 0823-74-6000

特記事項 なし

受講に際しての
注意事項

・当日は動きやすい服装でお越しいただき、屋内演習用シューズをご持参ください。
・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や、災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので、
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって、椅子の硬さ、エアコンの効きの強弱、時計の有無といった違いがあります。座布団や上着、
　腕時計等を持参するなど、各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ

12:50 14:10
③グループワーク
　学校で発生した災害（火事、地震、津波等）の特徴と対策

0823-74-6000

15:50 16:30 履修認定試験

16:30 16:40 事後評価アンケート

14:20 15:40
④演習
　救急のABCの理解と実践　蘇生法演習

 看護学研究科・看護学部准教授
 　岩本 由美

 岡本陽子・大野泰子・岩本由美

8:50 9:00 オリエンテーション

9:00 10:20
①講義
　危機管理の定義/危機管理の必要性/危機管理の目的/危機管理の
　プロセス/リスク･マネージメント/クライシス･マネージメント

 看護学研究科・看護学部教授
　 岡本 陽子

10:30 11:50
②講義・グループワーク
　学校安全における救急体制と危機管理

11:50 12:50 昼休憩

 看護学研究科・看護学部教授
　 大野 泰子

時間 内容・科目等 担当講師

8:30 8:50 受付

講習のスケジュール

講習会場

呉 阿賀キャンパス 大講義室

講習内容
　学校は、心身の成長発達段階にある子どもが集い、人格を形成していく場であり、子どもの健康や
安全の確保が保障されることは不可欠の前提となるものです。
　本講習では、災害、感染症、アレルギー対応等について講義と演習を交えて学びを深めます。

到達目標
　教育現場における危機管理の必要性や、安全管理の基本的概念、目的を理解し、事前・事中・事後
の知識や技術を取得して適切な安全行動ができる。

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として､講習の最後に実施する筆記試験により評価します（60点
以上を合格とします）。

6,000円

講習名

【選択】学校安全における危機管理

履修認定対象職種 教諭､養護教諭 主な受講対象者 教諭､養護教諭向け

開催日 令和3年8月12日 定員 50 受講料



(月) 名

分

～ −

～ −

～ 60

～ 60

～ −

～ 60

～ 60

～ 60

～ 60

～ −

082-239-5171

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-239-5171

17:00 17:10

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科教授　八島　美菜子

今後の予定とアンケート調査

特記事項 なし

13:40 14:40
子どもの生活の変化を踏まえた課題
　・カウンセリングマインドの必要性

14:50 15:50
子どもの生活の変化を踏まえた課題
　・居場所づくりを意識した集団形成
　・生活習慣の変化を踏まえた生徒指導

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科准教授　合原　晶子

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科教授　坂越　正樹

16:00 17:00

教員としての子ども観，教育観等についての省察
　・子ども観，教育観等についての省察
　・教育的愛情，倫理観，遵法精神その他教員に対する社会的
   要請の強い事柄

　広島文化学園短期大学
　　保育学科教授　末次　絵里子

10:50 11:50
子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見（特
別支援教育に関するものを含む。）
　・特別支援教育に関する新たな課題（ＬＤ，ＡＤＨＤ等）

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科講師　伊藤　駿

12:30 13:30
国の教育政策や世界の教育の動向
　・国の教育政策
　・世界の教育の動向

　広島文化学園短期大学
　　保育学科講師　班　婷

9:00 9:30 受付

9:30 9:40 オリエンテーション

11:50 12:30 昼休憩

9:40 10:40

子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見（特
別支援教育に関するものを含む。）
　・子どもの発達に関する，脳科学，心理学等の最新知見に基づく
　　内容

　すべての科目に出席したことを条件として，各講習の最後に実施する筆記試験により評価します
（60点以上を合格とします）。

講習のスケジュール

時間 内容・科目等 担当講師

修了認定の方法

　幼稚園教諭を対象として，「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観，教育観
等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見」「子どもの生活
の変化を踏まえた課題」の４つの事項について，教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的
な教育課題についての理解を深めることをめざす。

開催日 2021年8月23日 定員 50 受講料 6,000円

広島 長束キャンパス

講習内容

到達目標

　幼稚園教諭を対象として，「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観，教育観
等についての省察」「子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見」「子どもの生活
の変化を踏まえた課題」の４つの事項について，教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的
な教育課題についての理解を深めることをめざす。

講習会場 ８号館４階　8405教室

講習名 【必修】教育の最新事情

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者 幼稚園教諭向け



(火) 名

分

～ −

～ −

～ 220

～ −

～ 220

～ −

9:40 13:00
学習指導要領の改訂の動向等
　・総則の趣旨の理解

　広島文化学園短期大学
　　保育学科講師　班　婷

13:00 13:40

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-239-5171

17:00 17:10 今後の予定とアンケート調査

特記事項 なし

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-239-5171

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

13:40 17:00
学校を巡る近年の状況変化
 ・客観的・具体的材料（各種報道・世論調査・統計等）の
   適切な利用

昼休憩

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科助教　山中　翔

講習名 【選択必修】学習指導要領改訂や学校を巡る近年の課題、動向

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者 幼稚園教諭向け

定員 50 受講料

講習のスケジュール

講習会場 広島 長束キャンパス ８号館４階　8405教室

講習内容
　幼稚園教諭を対象として，「学校を巡る近年の状況の変化」「学習指導要領の改訂の動向等」の２
つの事項について，教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を
深めることをめざす。

6,000円開催日 2021年8月24日

到達目標
　幼稚園教諭を対象として，「学校を巡る近年の状況の変化」「学習指導要領の改訂の動向等」の２
つの事項について，教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を
深めることをめざす。

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として，各講習の最後に実施する筆記試験により評価します
（60点以上を合格とします）。

9:30 9:40 オリエンテーション

9:00 9:30 受付

時間 内容・科目等 担当講師



(水) ～

(金)

分

～ −

～ −

～ −

分

～ −

分

～ −

～ −

講習の実施に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-239-5171

8月27日

特記事項 なし

講習内容に関するお問い合わせ 学生部 ＴＥＬ 082-239-5171

受講に際しての
注意事項

・やむを得ない事情による講習直前の開催中止決定や，災害等に伴う緊急連絡をすることがありますので，
　受講前に必ず登録したメール及び本学ホームページをご確認ください。
・昼食は各自で持参してください。
・教室によって，椅子の硬さ，エアコンの効きの強弱，時計の有無といった違いがあります。座布団や上着，
　腕時計等を持参するなど，各自での対応をお願いします。

17:00 17:10 今後の予定とアンケート調査

時間

【グループA】　６号館４階　6403教室
造形表現
　・表現を楽しむ子どもに

【グループＡ】　本館３階　0301教室
子どもと栄養
　　・食育活動は日々の生活の中に

　広島文化学園短期大学
　　保育学科教授　清見　嘉文

　広島文化学園短期大学
　　保育学科准教授　三川　明美

昼休憩

内容・科目等

講習名 【選択】幼稚園教育の現代的課題について

履修認定対象職種 教諭 主な受講対象者 幼稚園教諭向け

開催日

13:00 13:40

到達目標
　幼稚園教諭を対象とした，主に保育内容・表現に関する指導技術の充実と，社会の変化とともに要
請が高まっている特別支援教育や食育，絵本の読み聞かせなどの，幼児教育における今日的課題に対
応するために必要な幼稚園教諭としての専門性の向上をめざす。

2021年8月25日

講習のスケジュール

講習会場 広島 長束キャンパス

2021年8月27日

修了認定の方法
　すべての科目に出席したことを条件として，各講習の最後に実施する筆記試験または実技試験によ
り評価します（60点以上を合格とします）。

定員 40 名 受講料 18,000円

講習内容

　幼稚園教諭を対象とした，主に保育内容・表現に関する指導技術の充実と，社会の変化とともに要
請が高まっている特別支援教育や食育，絵本の読み聞かせなどの，幼児教育における今日的課題に対
応するために必要な幼稚園教諭としての専門性の向上をめざす。
　※グループＡ・グループＢ（各20名）に分けて講習を行います。

時間 内容・科目等 担当講師

9:00 9:30 受付

8月25日

8月26日

　広島文化学園短期大学
　　保育学科教授　矢野下　美智子

　広島文化学園短期大学
　　保育学科助教　佐藤　有紗
　広島文化学園短期大学
　　保育学科非常勤講師　山下　やよい

　広島文化学園短期大学
　　保育学科准教授　矢野下　美智子

13:4013:00

時間 担当講師内容・科目等

　広島文化学園短期大学
　　保育学科助教　佐藤　有紗
　広島文化学園短期大学
　　保育学科非常勤講師　山下　やよい

【グループA】　本館５階　0501教室
幼児体育
　・幼児の運動表現遊び

【グループＢ】　６号館３階　6301教室
音楽表現
　・リトミック・コード奏法・ピアノ伴奏法

220

【グループＢ】　本館５階　0501教室
幼児体育
　・幼児の運動表現遊び

担当講師

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科教授　大野呂　浩志

【グループＢ】　本館３階　0305教室
保育内容（言葉）
　　・幼児期における母国語力育成の大切さ

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科准教授　野々村　憲

13:00 13:40

【グループＡ】　本館３階　0301教室
障害児教育
　・発達障害について

220

22013:40 17:00～

昼休憩

【グループＢ】　本館３階　0305教室
障害児教育
　・発達障害について

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科教授　大野呂　浩志

【グループＡ】　本館３階　0301教室
保育内容（言葉）
　　・幼児期における母国語力育成の大切さ

　広島文化学園大学　学芸学部
　　子ども学科准教授　野々村　憲

9:40 ～ 13:00

　広島文化学園短期大学
　　保育学科准教授　三川　明美

13:40 ～ 17:00 220

【グループＢ】　６号館４階　6403教室
造形表現
　・表現を楽しむ子どもに

　広島文化学園短期大学
　　保育学科教授　清見　嘉文

9:40 ～ 13:00 220

【グループＢ】　本館３階　0301教室
子どもと栄養
　　・食育活動は日々の生活の中に

9:40 ～ 13:00 220

17:00～13:40

オリエンテーション9:30 9:40

昼休憩

【グループＡ】　６号館３階　6301教室
音楽表現
　・リトミック・コード奏法・ピアノ伴奏法


