
 

 

 

 

 申込（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ）受付期間（必着） 

平成２９年９月４日（月）～９月２９日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEN to you & you 
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エントリーシート・・・・・・・・・・・・１７ 

 平成 19年 6月の教育職員免許法改正により、平成 21年 4月から教員免許更新制が導入されました。

この制度を受け、本学では平成 29 年度「教員免許状更新講習」（必修領域 1 講習、選択必修領域 3 講

習、選択領域 14講習）を開設いたします。 

 教員免許更新制の詳細については、文部科学省ホームページをご参照ください。 

文部科学省教員免許更新制ＨＰ  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm  
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１．講習日程及び内容 

領域 開講日 番号 講習の名称 定員 受講料 

必 修 

（６時間） 
12月 24日（日） 01 【必修】教育の最新事情  200名 5,000円 

選択必修 

（６時間） 
12月 23日（土） 

02 【選択必修】「学校危機管理」及び「学習指導要領の動向」 150名 5,000円 

03 【選択必修】「学校安全」及び「アクティブ・ラーニングの指導法」 70名 5,000円 

04 【選択必修】教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む） 80名 5,000円 

選 択 

（各６時間） 

11月 25日（土） 

05 【選択】生徒理解のためのカウンセリング技法と保護者支援 150名 5,000円 

06 【選択】文化遺産に学ぶ 50名 5,000円 

07 【選択】体づくり運動の理論と実際 30名 5,000円 

12月 3日（日） 

08 【選択】禅の生活～「かたち」と「こころ」 50名 注） 5,500円 

09 【選択】書道（実技と理論） 30名 5,000円 

10 【選択】楽しい子どもの表現活動 50名 5,000円 

11 【選択】学校保健において、教育活動としての円滑な進め方 50名 5,000円 

12月 10日（日） 12 【選択】中学校・高等学校保健体育科「少林寺拳法」の指導 20名 注） 5,500円 

12月 16日（土） 

13 【選択】京都文化史探訪 日本文化史教育の要点 50名 5,000円 

14 【選択】史料から見る日本史 50名 5,000円 

15 【選択】教育と医療をつなぐ発達障害児への関わりと発達的視点からの指導 150名 5,000円 

12月 17日（日） 
16 【選択】児童虐待と生活貧困家庭への支援 150名 5,000円 

17 【選択】国語科教材研究 50名 5,000円 

※ 開講日が同じ講習は重複して受講できません。 

※ 時間は 9：00～18：00までの間で実施する予定です。 

※ 講習は花園大学（京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１）内で行います。 

※ 受講料には保険にかかる費用は含まれておりません。また受講料の振り込みに係る手数料について

は、各自でご負担ください。 

注）『08 禅の生活～「かたち」と「こころ」』には拝観料 500 円、『12 中学校・高等学校保健体育科「少

林寺拳法」の指導』には指導者資格認定料 500円が含まれています。 

   注）前年度、花園大学で受講された方は、同じ講習をエントリーしないでください。 

２．受講対象者（受講対象者は修了確認期限によって変わります） 

    現職教員や実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員または教員採用内定者の方 

     過去に教員として勤務した経験がある方 

     臨時任用や非常勤教員リストに登載されている方 

     その他受講対象者については文部科学省教員免許状更新講習ＨＰでご確認ください。 

○平成 29年度の受講対象者は、平成 30年 3月 31日と平成 31年 3月 31日に修了確認期限を迎える方

です。（念のため文部科学省ＨＰの「修了確認期限をチェック」でご確認ください） 

    ・昭和 57年 4月 2日生～昭和 59年 4月 1日生 

    ・昭和 47年 4月 2日生～昭和 49年 4月 1日生 

    ・昭和 37年 4月 2日生～昭和 39年 4月 1日生 
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     ３．教員免許状更新講習申込みの流れ 

受講申込みは、下記の流れに沿ってお申込みください。 

期限を過ぎても手続きをされない場合は、受講を辞退されたものとして取り扱いますのでご注意

ください。 

 

（第１次申込） 

本学 HP で「教員免許状更新講習受講エントリーシート」（本募集要項 P17）より、必要事項を記

入の上、本学へ郵送またはメール添付でお申込みください。 

     申込期間 平成 29年 9月 4日（月）～9月 29日（金）（必着） 

 

 

（第２次申込） 

  本学より「受講可否通知書」、「受講者確認書」、「課題意識等調査書」を 10 月中旬に郵送。「受講

可否通知書」にて受講可能講習を確認して頂き、記載してある納付金額を本学指定口座に納付し

てください。 

     納入期限 平成 29年 10月 27日（金）まで 

 

「受講者確認書」所定の欄に本人確認できる写真（縦 35 ㎜、横 30 ㎜）を添付し、受講対象者で

あることを確認するため、校（園）長・機関の長の署名・公印の証明を受け郵送してください。

※「課題意識等調査書」を同封してください。 

   提出期限 平成 29年 11月 6日（月）まで 

 

 

 

受講料納入・受講者確認書・課題意識調査書が確認された後、本学より講習時間割と受講票を送

付します。（受講票は受講時に携帯のこと） 

 

 

 

講習後に修了認定試験、事後評価アンケート実施 

 

 

 

証明書発行 修了認定された受講者に対して修了（履修）証明書を発行。 

（平成 30 年 1 月 12 日頃発送予定） 

 

 

修了証明書（30 時間以上の履修証明書のセット）を添付して、勤務する学校が所在する各都道府

県の教育委員会（免許管理者）に更新講習修了確認の申請をしてください。 
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４．優先順位 

  受講受付については優先順位を下記の通りに行います。 

１）花園学園関係者 

２）花園大学卒業生 

３）一般申込者（応募者多数の場合は抽選にて決定します。） 

 

５．受講上の注意 

 ①受講については、申込者本人が受講してください。代理受講はできません。 

 ②受講に関しては、「受講票」と「講習時間割」（後日通知）で指示されているものを持参してくだ

さい。 

 ③遅刻・欠席した場合は講習・試験を受けることができません。原則、早退・一時退出も不可です。 

 ④受講中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定してください。また、録音・録画および

写真撮影はご遠慮ください。 

 ⑤貴重品は各自の責任において管理してください。盗難その他事故がありましても本学は責任を負

いかねます。 

 ⑥本学にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。本学構内に駐車場はありませんので、お

車での入構はできません。 

   

６．講習の中止等について 

天災や講師の病気等によりやむを得ず講習を中止・延期する場合は本学 HP で告知します。 

個別連絡は致しませんので、下記の本学ＨＰでご確認ください。 

http://www.hanazono.ac.jp/education/lifelong/koushin 

 

交通機関の不通と暴風警報発表の場合の休講基準は下記の通りです。 

（対象となる交通機関） 

A) JR（神戸～米原間）、阪急（河原町～梅田間）、近鉄（京都～奈良間）の内 2 以上の交通機関が

運行中止の時 

B）京都市営バスが運行中止の時 

 

（暴風警報が発令された場合） 

 京都府南部の「京都・亀岡」または「山城中部」のいずれかの地域 

（注）京都府南部については「南丹・京丹波」、「京都・亀岡」、「山城中部」および「山城南部」の 4

区域に細分されますが、「京都・亀岡」、「山城中部」のいずれかの地域を対象とします。 

警報・ストライキ解除時刻 開始する講習 備考 

8：00 まで 予定通り実施 運行状況等で講習開始時間に間に合わな

い場合はご連絡ください。 8：00 以降 休講 

 

７．個人情報の取り扱い 

 受講者の個人情報は更新講習に係る業務を行うためにのみ利用します。第三者へ提供することは

ありません 
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８．障がいのある受講者の方へ 

   障がいをお持ちの方や病気等で受講に特別な措置を希望される方は、エントリーシートを提出

される際にご相談ください。 

９．受講辞退（キャンセル）について 

   やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、必ずご連絡頂きますようお願い致します。 

   講習開講前日（事務取扱時間内）までに受講辞退の申し出があり、所定の期日内に手続きを取

って頂いた場合のみ、納入済みの受講料を返金致します（ただし事務手数料として 1,000 円を

差し引かせて頂きます）。自己都合による講習当日の受講辞退については返金できません。 

１０．追加募集について 

募集期間に定員が満たない場合は追加募集を行う場合があります。追加募集を行う場合は 10 月

中旬に本学の HP でお知らせします。 

１１．大学へのアクセス 

車の入構はできません。公共交通機関をご利用ください。 

 

京都駅より 

JR嵯峨野線「円町駅」下車 徒歩 8分 

市バス 26・205「太子道」下車 徒歩 5分 

 京阪三条駅より 

京都バス 61・62・63「西ノ京馬代町（花園大学前）」下車 徒歩 2分 

 阪急西院駅より 

市バス 26・91・202・203・205「太子道」下車 徒歩 5分 

市バス 27「西ノ京塚本町」下車 徒歩１分 

 四条烏丸・四条大宮駅より 

市バス 26・91・203「太子道」下車 徒歩 5分 

地下鉄東西線  西大路御池駅より 

徒歩 10分 
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１２．大学構内配置図 
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１３．問い合わせ先（エントリーシート送付先） 

  〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 

  花園大学 教学マネジメントセンター（大学改革・IR推進室内） 教員免許状更新講習係 

  電話 075-279-3640（直通）  

    メール：koushin@hanazono.ac.jp 

    事務取扱時間：（月～金）9：00～17：00 

         （11：30～12：30は昼休み） 

その他、大学が定める休日等については、花園大学ＨＰでご確認ください。 

不定期に事務取扱いを行っていない日がありますので、その場合は翌事務取扱日におかけなおし

ください。 

 

mailto:koushin@hanazono.ac.jp
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１４．更新講習一覧 

 

●必修領域：01 

講習名 【必修】教育の最新事情 

開催日 平成 29年 12月 24日（日） 認定番号 平 29-30421-100862号 

時間数 6時間 受講定員 200人 受講料 5,000円 

担当講師 

脇中 洋（大谷大学教授） 

林 聖子（京都市スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザー） 

中 善則（教職課程教授） 

木村 泰子（元大阪市立大空小学校校長） 

講義概要 

教育の最新事情について、大阪市立大空小学校の「みんなの学校」の実践を通して

教員としての子ども観、教育観について省察し、子どもの生活の変化の課題をスク

ールソーシャルワーカーとの関わりの中で考察する。また、脳科学・心理学の最新

の知見に基づいて子どもの発達について考える。さらに、国の教育政策や世界の教

育の動向についても触れる。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択必修領域：02 

講習名 【選択必修】「学校危機管理」及び「学習指導要領の動向」 

開催日 平成 29年 12月 23日（土） 認定番号 平 29-30421-301753号 

時間数 6時間 受講定員 150人 受講料 5,000円 

担当講師 
安井 義和(畿央大学教育学部教授) 

奥山 研司(教職課程教授) 

講義概要 

学校における危機管理上の課題を、平成 13年に起こった大阪教育大学附属池田小事

件をはじめ学校における様々な事件・事故を通して考える。また、学習指導要領の

改訂の動向等を、近年の中教審の動きも交えて探っていく。 

試験方法 筆記試験 
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●選択必修領域：03 

講習名 【選択必修】「学校安全」及び「アクティブ・ラーニングの指導法」 

開催日 平成 29年 12月 23日（土） 認定番号 平 29-30421-301754号 

時間数 6時間 受講定員 70人 受講料 5,000円 

担当講師 
奥山 研司(教職課程教授) 

中 善則(教職課程教授) 

講義概要 

学校における危機管理上の課題を、災害時の学校対応や日常における学校安全管理、

また安全教育学の知見を交えて考える。また、外国の事例も合わせて紹介する。ま

た、学習指導要領の改訂の動向等を、アクティブ・ラーニングなど指導法の工夫も

交えて探っていく。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択必修領域：04 

講習名 【選択必修】教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む） 

開催日 平成 29年 12月 23日（土） 認定番号 平 29-30421-301755号 

時間数 6時間 受講定員 80人 受講料 5,000円 

担当講師 
平塚 信子(社会福祉学部非常勤講師) 

水野 真理(愛知淑徳大学 学生相談室員) 

講義概要 

近年、学校現場における問題は複雑化・多様化している。本講習では、教育相談の

基本的な理論・技術について概説するとともに、不登校・いじめを中心とした子ど

もの心理的問題への理解、さらに校内・外での協働によるチーム支援について講義

およびグループワークを通して具体的に考えていく。 

試験方法 筆記試験 
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●選択領域：05 

講習名 【選択】生徒理解のためのカウンセリング技法と保護者支援 

開催日 平成 29年 11月 25日（土） 認定番号 平 29-30421-507761号 

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 

時間数 6時間 受講定員 150人 受講料 5,000円 

担当講師 
丹治 光浩（社会福祉学部教授） 

妹尾 香織（社会福祉学部准教授） 

講義概要 

一般にカウンセリングは行動変容の技法として位置づけられるが、本科目では生徒

理解を目的としたカウンセリング技法について、特に訊く技法を中心に具体的な事

例をもとに考える。また、発達障害や問題行動等、さまざまな課題を抱える生徒の

親とどのように連携し、支援を行なっていくかについて具体的に考える。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択領域：06 

講習名 【選択】文化遺産に学ぶ 

開催日 平成 29年 11月 25日（土） 認定番号 平 29-30421-507762号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校・中学校・高等学校教諭 

（社会科関係科目） 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 

芳井 敬郎(文学部教授）           

福島 恒徳(文学部教授）            

明珍 健二(文学部教授）            

高橋 克壽(文学部教授） 

山田 崇仁（文学部講師） 

竹内 亮（文学部講師） 

講義概要 

文化史の実践的教育に関しては、各地域に遺る文化遺産の活用が極めて有効である

ことは言うまでもない。一方で、地域における指導者が、それらを活用する上での

基礎理論や方法論などを学ぶ機会は多いとは言えないだろう。本講義では、考古学・

民俗学・地域史・美術史・情報歴史学など、物質文化領域を専門とする講師による

実践的講義により、多様な文化遺産を理解し、教育に活用するために必要と考えら

れる基礎的知識を身につけることを目指す。 

試験方法 筆記試験 
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●選択領域：07 

講習名 【選択】体づくり運動の理論と実際 

開催日 平成 29年 11月 25日（土） 認定番号 平 29-30421-507763号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校・高等学校 

（保健体育科関係科目） 

時間数 6時間 受講定員 30人 受講料 5,000円 

担当講師 
山本 清文（文学部教授） 

山本 満寿代（愛知県エアロビック連盟常務理事） 

講義概要 

① アイスブレーキングにも役立つ優しいエアロビック・ダンス 

② 体ほぐし運動：肩甲帯、背柱、股関節の機能を理解し、効率的な体の動かし方や

緩め 

③ ストレッチ：ファンクショナルストレッチ、ペアストレッチ等、現場で役立つ様々

なストレッチ 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択領域：08 

講習名 【選択】禅の生活～「かたち」と「こころ」 

開催日 平成 29年 12月 3日（日） 認定番号 平 29-30421-507764号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
幼稚園・小学校・中学校・ 

高等学校・特別支援学校教諭 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,500円 

担当講師 

安永 祖堂(文学部教授）    

中尾 良信(文学部教授） 

吉田 叡禮(文学部教授） 

講義概要 

学校教育における道徳性の涵養にとって重要な、生命に対する畏敬の念、規律ある

生活、人間としての生き方についての自覚などは、禅の教えが大切にしているとこ

ろでもある。講習では、禅の教えや物事のとらえ方を禅語や禅の歴史、座禅体験等

を通して学び考えることによって道徳教育のあり方を考えると共に、掃除など日常

の些細な事にこそ意味を見出し取り組む禅の生活への理解を深めることによって、

豊かな学校生活や集団生活を営ませるための生徒指導の充実に役立てる方途を考え

たい。 

試験方法 筆記試験 

備考 受講料には拝観料 500円を含む 
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●選択領域：09 

講習名 【選択】書道（実技と理論） 

開催日 平成 29年 12月 3日（日） 認定番号 平 29-30421-507765号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校・高等学校教諭 

（国語科・芸術科（書道）） 

時間数 6時間 受講定員 30人 受講料 5,000円 

担当講師 

森田 彦七（文学部教授）           

下野 健児（文学部教授） 

日比野 実（文学部教授） 

講義概要 

実技：漢字書法を中心に実習形式で行う。実習で使用する用具用材（下敷きは不要）

は各自で準備していただきたい。 

理論：「書とはどういう芸術か」という問いを前提に、書道に関わるいくつかの問題

点を指摘し、これらに再検討を加える。参加する先生方の積極的な発言を期待した

い。 

試験方法 実技考査・筆記試験 

 

 

 

●選択領域：10 

講習名 【選択】楽しい子どもの表現活動 

開催日 平成 29年 12月 3日（日） 認定番号 平 29-30421-507766号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼稚園・小学校・特別支援学校教諭 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 
北村眞佐美（社会福祉学部講師） 

田中 実子（社会福祉学部教授） 

講義概要 

子どもの感性を豊かにする絵本と音楽を融合させ、手作り仕掛け絵本を使った音楽

表現活動を行う。午前は、簡単な仕掛け絵本の基礎技術を習得するとともに、こち

らで指定した子どもの歌の中からグループ毎に仕掛け絵本の基となる曲を選択し、

オリジナルの仕掛け絵本を完成させる。午後からは、音楽表現に必要なリズム感、

拍感を習得し、選曲した曲の歌唱方法やピアノ伴奏法を学び、オリジナル仕掛け絵

本を使用した音楽表現を楽しむ。 

試験方法 実技考査 
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●選択領域：11 

講習名 【選択】学校保健において、教育活動としての円滑な進め方 

開催日 平成 29年 12月 3日（日） 認定番号 平 29-30421-507767号 

対象職種 教諭・養護教諭 主な受講対象者 

小学校・中学校・ 

高等学校教諭（保健・保健体

育関係科目）・養護教諭 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 浅井 千恵子（社会福祉学部講師） 

講義概要 

学校保健全般では、保健関係教員の役割や保健学習の進め方などを中心に講義や演

習を行います。養護教諭の職務と役割では、養護教諭や教諭が現代の健康課題にど

のように向き合うかについて、講義と演習を組み入れた講習を行います。その課題

の一つである心因性課題をもつ児童生徒や保護者への対応として、コーディネータ

としての相談活動の進め方の演習も行います。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択領域：12 

講習名 【選択】中学校・高等学校保健体育科 武道（少林寺拳法）授業指導法 

開催日 平成 29年 12月 10日（日） 認定番号 平 29-30421-507768号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校・高等学校 

（保健体育科関係科目） 

時間数 6時間 受講定員 20人 受講料 5,500円 

担当講師 

合田 雅彦（愛媛県立新居浜工業高等学校講師） 

安田 智幸（私立金光学園中学高等学校教諭） 

師 茂樹（文学部教授） 

講義概要 

少林寺拳法は 1947年に日本で創始された武道であり、必修化された全国の中学校体

育授業「武道」で採用されている。少林寺拳法は、特別な道具や設備が必要なく、

未経験者でも指導可能な体制が整っている。また授業の特性として、ペアワークや

グループワークを重視しており、現代の教育課題に対応する内容となっている。本

講習の受講によって、未経験者であっても効果的な指導法を学び、少林寺拳法の「中

学・高校体育授業指導者資格」を取得することができる。 

試験方法 実技考査・筆記試験 

備考 受講料には認定料 500円を含む 
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●選択領域：13 

講習名 【選択】京都文化史探訪 日本文化史教育の要点 

開催日 平成 29年 12月 16日（土） 認定番号 平 29-30421-507769号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校・中学校・高等学校教

諭（社会科関係科目） 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 

芳井 敬郎(文学部教授）          高橋 克壽(文学部教授） 

福島 恒徳(文学部教授）          山田 崇仁（文学部講師） 

明珍 健二(文学部教授）          竹内 亮（文学部講師） 

講義概要 

修学旅行先として多くの生徒たちが京都を訪れ、社寺や博物館などをはじめとする

諸施設を見学し、生徒たちは京都に今も息づく日本文化の歴史におもいをはせる。

教育現場でも、京都というフィールドは、日本文化史教育の最も優れた教材のひと

つと認識されているのだろう。本講義では日本文化史を彩る生きた証人としての京

都の遺跡・建築・美術あるいは祭礼などを、詳細に紹介する。具体例を映像などの

資料を活用しながら解説し、結果として京都を素材とした日本文化史教育の要点を

おさえてもらうことを目指す。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択領域：14 

講習名 【選択】史料から見る日本史 

開催日 平成 29年 12月 16日（土） 認定番号 平 29-30421-507770号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校・高等学校教諭 

（社会科・地歴科） 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 
松田 隆行（文学部教授） 

中野渡 俊治（文学部准教授） 

講義概要 

日本史研究の動向について、古代史と近代史を取り上げて検討する。日本史研究は、

新史料の発見や新たな研究によって日々進歩していく。そうして描かれていく新し

い歴史像は、テレビや映画、小説などに描かれる歴史像と異なることはもちろん、

歴史学の「通説」や歴史教科書に書かれている内容と異なることも少なくない。本

講義では、そうした歴史像の違いにも注目しつつ、日本史研究の成果と課題につい

て考えてみたい。 

試験方法 筆記試験 
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●選択領域：15 

講習名 【選択】教育と医療をつなぐ発達障害児への関わりと発達的視点からの指導 

開催日 平成 29年 12月 16日（土） 認定番号 平 29-30421-507771号 

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 

時間数 6時間 受講定員 150人 受講料 5,000円 

担当講師 
渡邊 実（社会福祉学部教授）         

橋本 和明（社会福祉学部教授） 

講義概要 

近年、教育現場では発達に偏りのある児童生徒への対応の重要性が言われている。

そこで、発達障害のある児童・生徒のそだちの中での困難さに焦点をあて、特別支

援教育のあり方や問題行動への対応、さらに学校と繋がりにくい発達障害が疑われ

る保護者対応について考える。 

試験方法 筆記試験 

 

 

 

●選択領域：16 

講習名 【選択】児童虐待と生活貧困家庭への支援 

開催日 平成 29年 12月 17日（日） 認定番号 平 29-30421-507772号 

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 

時間数 6時間 受講定員 150人 受講料 5,000円 

担当講師 
吉永 純（社会福祉学部教授） 

和田 一郎 （社会福祉学部准教授） 

講義概要 

児童虐待の実態、背景、メカニズム、子どもへの影響、援助の仕組みなどを全体的

に理解し、かつ学校や教職員として、その発見や援助に向けてどのように行動すべ

きかを、具体的に学習できる機会とする。また、貧困から抜け出すための諸施策に

ついて考える。 

試験方法 筆記試験 
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●選択領域：17 

講習名 【選択】国語科教材研究 

開催日 平成 29年 12月 17日（日） 認定番号 平 29-30421-507773号 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校・高等学校教諭 

（国語科） 

時間数 6時間 受講定員 50人 受講料 5,000円 

担当講師 

新間 水緒(文学部教授）           

浅子 逸男(文学部教授）  

小田 芳寿(大阪府立大学客員研究員） 

講義概要 

国語科においては、古典・現代文を問わず、テキストを読むことが重要である。本

講習においては、上代文学、中世文学、近現代文学の作品を専門的立場から具体的

に読むこと、またその助けとなる文法について、教科書の持つ問題点を解説する。 

①国語教科書における万葉集の読み方（小田芳寿） 

②『宇治拾遺物語』の世界（新間水緒） 

③本文異同と背景について-「羅生門」と「ラムネ氏のこと」-（浅子逸男） 

試験方法 筆記試験 
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※受付日  ※受付番号  

2017（平成 29）年度 花園大学 教員免許状更新講習受講ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ 

フリガナ  生 年 月 日 

氏 名  
１９   年    月    日生 

（昭和    年） 

現住所 

（連絡先） 

〒 

電話番号 自宅： 携帯： 

E－ＭＡＩＬ  

勤務先  

職 名  担当教科  

本学卒業生

または学園内

教員のみ記

入のこと 

                   学部                学科（      年       月卒業） 

                 研究科                専攻（      年       月修了） 

在学時の姓名 

（異なる場合） 
 

花園学園内教員

の場合その所属 
 

（配慮希望等）  

▼希望番号欄に受講希望番号を記入してください。（開講日が重複する講習は同時受講できません。） 

領域 開講時期 番号 講習の名称（各講習 6時間） 希望番号 

必 修 

（６時間） 
12月 24日（日） 01 【必修】教育の最新事情   

選択必修 

（６時間） 
12月 23日（土） 

02 【選択必修】「学校危機管理」及び「学習指導要領の動向」 

 03 【選択必修】「学校安全」及び「アクティブ・ラーニングの指導法」 

04 【選択必修】教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む） 

選 択 

（各６時間） 

11月 25日（土） 

05 【選択】生徒理解のためのカウンセリング技法と保護者支援 

 06 【選択】文化遺産に学ぶ 

07 【選択】体づくり運動の理論と実際 

12月 3日(日) 

08 【選択】禅の生活～「かたち」と「こころ」 

 
09 【選択】書道（実技と理論） 

10 【選択】楽しい子どもの表現活動 

11 【選択】学校保健において、教育活動としての円滑な進め方 

12月 10日（日） 12 【選択】中学校・高等学校保健体育科「少林寺拳法」の指導  

12月 16日（土） 

13 【選択】京都文化史探訪 日本文化史教育の要点 

 14 【選択】史料から見る日本史 

15 【選択】教育と医療をつなぐ発達障害児への関わりと発達的視点からの指導 

12月 17日（日） 
16 【選択】児童虐待と生活貧困家庭への支援 

 
17 【選択】国語科教材研究 

※ エントリーシート提出期間：2017（平成 29）年 9月 4日(月)～9月 29日（金） （必着） 
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          問い合わせ先 （エントリーシート送付先） 

 

〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 

  花園大学 教学マネジメントセンター（大学改革・IR 推進室内） 

             教員免許状更新講習係 

電   話 ： 075-279-3640（直通）  

E-Mail ： koushin@hanazono.ac.jp 
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