
必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30
音楽授業、合唱、合奏指導で話をするときの速さ、声の
大きさ、高さ、呼吸、顔（目）の表情練習。歌詞の朗読練
習。子どもをひきつける導入。

2限 10:40～12：10
スコアの色塗り、それぞれ楽器ごとの音数を数える。パー
ツ、小節に番号をつける。練習組み合わせ表の作成練
習。

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00
ハンドサインを使った子どもが楽しみながら行う、管打楽
器の初心者指導法。基礎練習レシピ、楽曲練習レシピの
習得。

4限 14：10～15：10
簡単指揮法の基礎練習。音楽表現と身体表現の関連。
教科横断型授業の可能性について。簡単編曲法。

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受験表
・筆記用具（赤、青、黄、ピンク等、色の異なる４本のマーカー）
・ 持ち運びのできる楽器
（もし上記に該当する，ご自分で演奏できるものがあったら，持ってきてください。
たとえば，リコーダを含む管楽器類など。ペットボトルに小石を入れたものでも可）

・簡単な実技及び筆記試験（配布資料及びノートの持ち込み可）

・講義資料は当日配布します

短時間で行う系統的実践吹奏楽指導法

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

石田　修一

2021年8月9日

少子化やさまざまな事情で部員数が減少しているなか、吹奏楽の指導を短時間で
系統的に行うために必要とされる基礎から応用、実践までの指導法を学びます。
それぞれの人数に対応できる編曲法や合奏指導法、さらに短時間で効率的な初心
者指導法は吹奏楽指導だけではなく、教科指導においても必要な導入からまとめ
までの指導技術を学ぶことができます。また、教科横断型授業の可能性について
も取り上げる予定です。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じ
る可能性がございます。
予めご了承ください。

【選択】

0101



必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 オリエンテーションと日韓歴史認識問題の概要

2限 10:40～12：10 先史・古代、中・近世史における歴史認識、および近現代における諸問題

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 近現代史を巡る問題、資料を使い歴史教育の指導構成案を考える(グループ作業)。

4限 14：10～15：10 指導構成案の発表と検討会、まとめ

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票
・勤務校種の歴史教育の教科書や資料集など

講義を通じて理解した内容について筆記試験をする。

自らの関係の歴史教育教育の実践記録等がある場合、持参して欲しい。

東アジアの歴史対立と教育実践-日韓問題を中心に-

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

坂井　俊樹

2021年8月9日

現在、日本と韓国の歴史認識を巡る対立は厳しいものがある。とりわけ近現代史
における近代化の問題、領土問題、植民地支配を巡る問題など、数多くの歴史場
面での対立となっている。歴史教育は、相手を尊重し、互いを認め合うという、い
わば私たちの資質、また歴史を学ぶことによって、私たちの生活や未来を豊かなも
のにする役割を担っている。しかしながら、日本や韓国で展開される歴史教育や若
者たちの歴史認識は、多くの課題を抱えている。本講習は、両国の友好と未来社
会構築のために歴史教育が果たす役割を考えたり、参加者で議論し、そのうえで
未来志向の歴史教育実践を具体的に考えたいと思う。小学校や中学校の場合、そ
れに高校の歴史教育という差異についても考えていきたいと思う

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択】

02



必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 理科概論・学習指導要領の理解

2限 10:40～12：10
アクティブ・ラーニング体験授業１
「水蒸気と大気圧」

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00
アクティブ・ラーニング体験授業２
「月の天体運動」

4限 14：10～15：10
小学校理科における授業改善のポイント
「問題解決」

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

１・４限はテーマに関して各自で情報収集し、グループ・ディスカッションを行った後
プレゼンする形式をとるので、WEBサイトにつながる情報機器（ノートPC、タブレッ
トPC、スマートフォン）を持参すること（※参加必須条件ではない）。２限は、水や加
熱器具を使用するので、服装等に注意すること（※薬品は使用しない）。

論述試験
※本講習の内容に準拠した課題を提示し、各自で論述する。（手書き）

本講習では、グループ・ワーク（実験）、グループ・ディスカッションを行う。

理科授業の改善とスキル・アップ

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

千葉　秀一

2021年8月9日

小・中学校学習指導要領理科のねらいの一つである、「主体的・対話的で深い学
び」（アクティブ・ラーニング）、理科の学習の基本となる問題解決型の学び、そして
理科の見方・考え方について、講義と実験活動やグループ・ワーク、グループディス
カッションを交えて講習を行い、理科授業改善のポイントを学び、指導者としての
スキルアップを図る。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～11：00
第1部
①講習：学校多忙化解消のための方策－国の政策課題
②修了認定試験1　（20分間）

2限 11:10～12：10
第2部（前半）
①講習：組織マネジメント（カリキュラム・マネジメント）と支援的
リーダーシップ－新学習指導要領の理念を生かす－

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00

第2部（後半）
①講習：組織マネジメント（カリキュラム・マネジメント）と支援的
リーダーシップ－新学習指導要領の理念を生かす－
②修了認定試験2　（20分間）

4限 14：10～16：10
第3部
①講習：子どもの発達および特別支援教育について
②修了認定試験3　（20分間）

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

受講票／筆記用具

筆記試験（講習内容）

複数教室にて少人数クラスに分かれて実施するため，第1部，第2部，第3部におい
て講師が交代します。そのため，クラスによって講義内容の順序が入れ替わること
があります。なお，講義資料は当日配布します。

教育の最新事情

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

寺本　妙子・千葉　秀一・土井　雅弘

2021年8月10日

効果のあるチーム学校としての教師力、家庭・地域連携力、学校文化力、組織・カ
リキュラムマネジメント力、リーダーシップについて受講者の体験をも踏まえながら
考えます。学校支援策の方途について校務負担軽減策（業務の効率化・情報化、
タイムマネジメント、専門人材配置、部活動支援）から考えます。学習指導要領の
特徴、子どもの資質・能力向上と方策を捉えます。子どもの発達についての理解を
深め、特別な教育的ニーズの理解と支援についても考えます。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【必修】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講義　「考え・議論する道徳」を創る

2限 10:40～12：10 講義　道徳の授業の効果的な進め方と評価

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 演習　道徳の授業づくりと評価　①

4限 14：10～15：10 演習　道徳の授業づくりと評価　②

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票
・筆記用具
・小学校学習指導要領解説（特別の教科　道徳編）、または中学校学習指導要領
解説（特別の教科　道徳編）

・筆記試験（講習内容）

・講義等資料は、当日配布します。

道徳教育の理論と方法

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

土井　雅弘

2021年8月11日

小中学校とも「特別の教科　道徳」（道徳科）が全面実施となり、「考え・議論する道
徳」の実践が求められている。
本講習は、道徳が教育課程上、「特別の教科　道徳」（道徳科）と位置付けられた趣
旨やその内容を押さえた上で、道徳科の特質を踏まえ、これからの道徳科の授業
（学習指導）をどのように創り実践していけばよいか、また、どのように評価してい
けばよいか等を考え学ぶものである。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択必修】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30
思春期の生徒のメンタルヘルス
～生徒（他者）理解の基礎～

2限 10:40～12：10 言語的・非言語的メッセージの理解～共感・傾聴・受容

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 ロールプレイ

4限 14：10～15：10 ディスカッション

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

筆記用具

筆記試験（講習内容）

講習資料は当日配布します

思春期の生徒のメンタルヘルス

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

佐久間　祐子

2021年8月11日

思春期の生徒のメンタルヘルスを維持向上するために必要となるカウンセリング理
論とその方法について、講義・演習・議論を通して理解していきます。主なテーマ
は、いじめ、不登校、自傷行為などの問題とされる行動とします。

受講者はカウンセリング・ロールプレイにより生徒・教師・観察者の役割を体験し、
実践に役立つ視点を身につけることを目指します。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択必修】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30
学校教育を取り巻く諸課題、学校組織マネジメントと教
員の役割、学校における危機管理

2限 10:40～12：10 児童生徒の学校生活等における危機管理

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 学校、教職員にかかわる危機管理

4限 14：10～15：10 教員のメンタルヘルス

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

【選択必修】

学校における危機管理

柿添　賢之

2021年8月11日

　本講習の目標は、学校教育を取り巻く今日的課題や教員組織の特性等の理解を
通して、同僚性を高める意識と意欲をもつとともに、学校組織マネジメントにおける
自己の役割を果たすことができるようにすること、また、学校危機管理の基礎理
論、及び教員に求められる危機管理能力について理解を深め、学校の危機管理に
おける自己の役割を果たすことができるようにすることとする。

　午前は、学校や子どもを取り巻く問題の状況と同僚性の重要性、及び学校組織
マネジメントとミドルリーダーの役割、並びに、学校危機管理の基礎理論と学校組
織の在り方、児童生徒の学校生活等における危機管理と事件・事故等への対応に
ついて、資料や事例研究等を通して理解を深める。
　午後は、学校教育への信頼を損なう学校や教職員にかかわる事件・事故、及び
教員のメンタルヘルスへの対応について、資料や事例研究等を通して理解を深め
る。

・筆記用具

・筆記試験

・講義資料は当日配布

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じ
る可能性がございます。
予めご了承ください。

07



必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講義および意見交換　小学校・中学校・高等学校　新学習指導要領について

2限 10:40～12：10 授業の具体例に関するプレゼンテーションおよび意見交換（1）

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 授業の具体例に関するプレゼンテーションおよび意見交換（2）

4限 14：10～15：10 授業の具体例に関するプレゼンテーションおよび意見交換（3）

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票
・筆記用具
・その他、辞典や参考書、参考文献、配布資料、USB、パソコンなど、プレゼンテー
ションなどのためにご自身が必要と思うもの

筆記試験（配布資料およびノートの持ち込み可） 

・講義の資料は当日配布します。
・プレゼンテーションでは、現在行っている、または今後行ってみたいアクティブ・
ラーニング型の授業の具体例を紹介していただきますので、配布資料等がある場
合には事前にご準備ください。プレゼンテーションの時間は、受講者数によります
が、質疑応答の時間をのぞき、1人20分～30分を予定しています。
・プレゼンテーションではパワーポイントを使用することができます。パソコンはこち
らで用意いたしますので、データをUSBでご持参ください。ご自身のパソコンをご
持参くださっても結構です。

「主体的・対話的で深い学び」を実現する英語の授業について考える

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

安田　比呂志

2021年8月11日

現在、新学習指導要領が求める「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善の取り組みが様々な教育現場で行われています。本講習では、最初に、新
学習指導要領が求める英語の授業における「主体的・対話的で深い学び」の基本
的な考え方に関する確認のための講義を行い、次に、受講生の皆さまから「主体
的・対話的で深い学び」を実現する授業の具体例を紹介または提案していただき、
意見交換を行います。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予

めご了承ください。

【選択必修】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講義：古典のおもしろさ・漢文「飲酒二十首その五」（陶淵明）

2限 10:40～12：10 講義：古典のおもしろさ・古文「古今集363番歌」（紀貫之）

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 グループ討論：古典のおもしろさ・研究から教材へ・古文

4限 14：10～15：10 グループ討論：「なぜ古典を教えるのか」・漢文

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

筆記用具

筆記試験

講義資料は当日配付します。普段の授業を行う上での工夫など意見交換をお願
いしたいと思います。

「なぜ古典を教えるのか」～研究と教育の狭間に～

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

服部　一枝・三枝　秀子

2021年8月12日

　古典の授業は古典文法の指導に時間が費やされ、作品を読む所まで辿りつくこ
とが難しい感があります。作品を読むには、近古代から今日までの注釈を見て内
容を分析し理解する必要があります。当講座では、日本・中国古典文学（紀貫之・
陶淵明）の研究に携わる教員が、具体的な作品の古注釈等を紹介しつつ「古典を
読む」真のおもしろさについて論じます。その上で皆様と一緒に「なぜ古典を教え
るのか」について考えたいと思います。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択】

09



必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講習（環境教育からESDへ・MDGｓからSDGｓへ）

2限 10:40～12：10 講習（ESD並びにSDGｓを視点とした学習や授業づくり）

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 演習（ESD並びにSDGｓを視点とした学習、授業づくり）

4限 14：10～15：10 演習（学習や授業づくりについての全体共有、振り返り）

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票／筆記用具
・教科書（小学校教員：国語、社会、理科　中高教員：担当教科）
・その他（参考文献、パソコン等の授業づくりのためにご自身が必要と思うもの）

筆記試験（講習内容）

講義資料は当日配布する。
参考図書
「SDGs時代の教育:すべての人に質の高い学びの機会を」　学文社
「SDGsと環境教育:地球資源制約の視座と持続可能な開発目標のための学び」
学文社
「SDGsと開発教育:持続可能な開発目標ための学び」 　学文社
「SDGsカリキュラムの創造:ESDから広がる持続可能な未来」　学文社

持続可能な社会に向けて「SDGsとESD」

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

冨田　俊幸

2021年8月12日

　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、持続
可能な社会に向けての17の目標と169のターゲットの国際目標である。ESD
（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のための教
育）は、環境・経済・文化のバランスがとれた次世代も安心して暮らせる未来を目
指し、行動する人を育て社会をつくるための学びあいである。持続可能な社会の
実現に向けてSDGｓとESDをもとに考える講義である。
　演習はESD並びにSDGｓを視点とした学習や授業づくりについて考える。参考
資料をもとに学習における関連や授業づくりを進める。各自が考えた学習や授業
を紹介して全体共有する。最後は本講習の振り返りを行う。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予

めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 問題解決と指導内容

2限 10:40～12：10 問題解決による算数指導過程の構成

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 算数指導案の検討とコメント

4限 14：10～15：10 検討とコメントに基づく指導案の改良

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

受講票，1時間分の算数指導案(参加人数分)，指導案該当部分の教科書コピー

筆記試験(講習内容)

講義で取り上げたい算数の単元や内容がありましたら1週間以上前にお知らせ
下さい。

「つくる」視点での算数指導と教材研究

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

島田　和昭

2021年8月12日

新指導要領の内容について，算数の学習過程を児童自身が問題解決の過程とし，
算数の学習内容を拡張的かつ発展的に作り上げていく授業の構成を身につけま
す。受講者は各自取り上げたい内容(学年と単元と教科書会社)をお知らせくださ
い。教科書の内容を深め，発展的拡張的に子どもが算数をつくりあげる教材研究
と問題解決に基づく算数指導の講義の後に，授業の構成について各自の抱えてい
る問題点などを基にコメントいたします。。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 オリエンテーション

2限 10:40～12：10 初等科体育課程５．６年対象授業

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 中・高等科向け（カット・スライス・ショートクロス）

4限 14：10～15：10 ゲーム体験・講習のまとめ

5限 15：20～16：20 実技考査

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・筆記用具
・スポーツウェア
・体育館シューズ

実技考査（ゲーム内容を評価）

当日資料を配布します。

初等科体育課程におけるネット対陣型ボール運動「ミニテニス」の導入について

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

髙橋　早苗

2021年8月12日

初等科体育課程において、卓球やバドミントン、テニス等の基礎となるラケットス
ポーツは含まれておりません。中学校から、それらの種目に触れることとなります
が、ラケットスポーツは巧緻性要素が高いため、導入段階としての基盤づくりが必
要ではないでしょうか。また、児童・生徒の中には、ラケットスポーツを経験しないま
ま卒業される方もいらっしゃいます。新学習指導要領における体育の目標には、生
涯スポーツにつなげると明確に記載されておりますので、ぜひ、ラケットスポーツを
経験させたいものです。そこで、本講座では、ネット対陣型ボール運動「ミニテニ
ス」をご紹介いたします。このミニテニスは、体育館バドミントンコートを使い、短い
ラケットと大きめの柔らかいボールを使用しダブルスで行う競技です。ボールの滞
空時間が長く道具が扱い易いため、ラリーが続き易く、また、ボールが柔らかく恐
怖心がないことから、初等科体育課程に適していると考えます。更には、コートの使
い方を工夫することによって、２コートで４０名前後の児童数でも授業運営が可能
です。本講座では、主として５.６学年を対象とした内容を紹介しますが、後半は中
学・高校向けプログラム（カット・スライス・ショートクロス）も行います。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じ
る可能性がございます。
予めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講習（特別の教育的ニーズの理解について）

2限 10:40～12：10 講習（指導・支援の在り方について）

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 演習（グループワークによる，事例や課題意識についての検討）

4限 14：10～15：10 演習（全体共有と振り返り）

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

受講票／筆記用具

筆記試験（講習内容）

講義資料は当日配布する。

特別な教育的ニーズの理解と支援

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

寺本　妙子

2021年8月13日

教育現場で出会う「気になる子ども」に対する理解と配慮，及び指導・支援の在り
方について考えます。新学習指導要領の内容を踏まえた子どもの発達の理解と指
導・支援，及び特別の教育的ニーズの理解と指導・支援について，受講者と意見交
換をしながら具体的な方策について検討します。子どもの学習上及び生活上の困
難を中心に据えて，教員に求められる指導・支援の在り方を模索します。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予
めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 子どもの哲学（哲学対話）とは何か？（講義）

2限 10:40～12：10 子どもの哲学（哲学対話）を体験する（実習）

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 子どもの哲学（哲学対話）を学校の中に取り入れる（講義）

4限 14：10～15：40 子どもの哲学（哲学対話）のファシリテーションを体験する（実習）

5限 15：50～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票
・筆記用具

・講習内容に関する筆記試験（講習当日に配布する資料等の持ち込み可）

・講習当日に講習用の資料を配布します。
・講習の最後に、参考文献および参考資料の一覧を配布します。各自の関心に応
じて、講習の事後学習にご活用ください。

子どもの哲学（哲学対話）を取り入れた学級経営と授業づくり

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

土屋　陽介

2021年8月13日

近年日本では、1970年代にアメリカで開発された「子どもの哲学（Philosophy for
Children: P4C）」の方法論に基づく「哲学対話」の教育実践を取り入れる学校が、全
国各地で少しずつ増えています。この講習では、学校法人・開智学園内の複数の
学校の道徳科の授業で取り組まれている「哲学対話」の方法を体験を通して学ぶこ
とによって、受講者が自らの学級経営や授業づくりの中で哲学対話の手法を取り
入れられるようになることを目指します。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予

めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 サンテグジュペリ『星の王子さま』の作品成立とテーマ

2限 10:40～12：10 日本の文学作品における場合とテーマ

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 ディスカッション

4限 14：10～15：10 ディスカッション

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・「星の王子さま」（文庫などで、訳者不問）。お使いの教科書で、『星の王子さま』が
掲載されていれば、その教科書。
・新実南吉「ごんぎつね」（「国語」教科書や文庫など、ご都合に合わせてお願いしま
す。）

筆記試験

永井荷風「狐」（岩波文庫「雨蕭蕭・雪解」所収　）、宮沢賢治「土神と狐」も併読いた
だければありがたく存じます。いずれも短編です。また、青空文庫でもお読みいた
だけます。

教科横断・探究型教育に向けて

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

原田　操・佐々木　さよ

2021年8月13日

教科横断・探究型教育の可能性を受講者と一緒に探っていきたいと思います。例
えば。サンテグジュペリの作品『星の王子さま』を教材としてみましょう。背景にはフ
ランス・アメリカなど複数の文化が介在しています。また「キツネ」も登場しますが、
では日本の文学作品ではどうでしょうか。さまざまな側面を発展させながら異文化
理解についての議論を深めていければと考えます。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じ
る可能性がございます。
予めご了承ください。

【選択】
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必修・選択必修・選択

講習名

担当講師

開講日

講習内容

1限 9：00～10：30 講義　学校現場への評価の導入の理論的・政策的背景

2限 10:40～12：10 講義　諸外国との比較から日本の評価制度を考える

昼休憩 12：10～13：00

3限 13：00～14：00 演習　学校評価のケーススタディ（1）、ディスカッション

4限 14：10～15：10 演習　学校評価のケーススタディ（2）、ディスカッション

5限 15：20～16：20 修了認定試験

16：20～16：30 免許状更新講習受講者評価書記入・事務連絡

講習当日に
持参する物

試験方法

その他

・受講票
・筆記用具

 ・筆記試験（講習内容）

講義資料等は当日配布いたします。

教育における評価の役割について考える～教師と学校の専門性の向上をめざして～

2021年度開智国際大学　教員免許状更新講習　シラバス

佐々木　織恵

2021年8月13日

2000年以降、学校教育の質の確保・向上のため、学校評価や教員評価といった
政策が取られてきていますが、学校現場では様々な弊害も指摘されています。当
講座では、その理論的・政策的背景や、実際の学校現場における具体的な実践事
例を紹介しつつ、教師や学校の専門性の向上につながる評価の在り方について論
じます。そのうえで、皆さまと一緒に「どのように評価をうまく活用するか」について
考えたいと思います。

講習スケジュール

*ご提出いただいた事前
意識調査や受講者人数
により一部変更が生じる
可能性がございます。予

めご了承ください。

【選択】
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