
クラスＣＤ ロ-201 開講日・定員 8/23(月)・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
学習指導要領改訂に伴う学校と社会
との連携

講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 佐藤　環　（さとう・たまき） 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

幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員 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

【選択必修】学習指導要領改訂に伴う学校と社会との連携

　今次改訂された学習指導要領（幼稚園教育要領含む）について、学習指導要領の変遷、学校体系、諸外国
の動向などと比較・検討して、その特色や方向性について説明する。特に、学校と地域社会との連携強化を推
進するための「コミュニティスクール（学校運営協議会制度）」及び学校、地域社会及び家庭の相互連携のため
の「地域学校協働活動」といった文教政策を概観し、学校教育課程編成への影響を考察する。

〇改訂学習指導要領の特色が理解できる。
〇コミュニティスクール(学校運営協議会制度)について説明できる。
〇地域と学校との協働について説明できる。

本講義はリモートにより行う。



クラスＣＤ ロ-202 開講日・定員 8/23(月)・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 カリキュラム・マネジメントの理論と実践 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 永田　博　（ながた　ひろし） 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

小・中・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

【選択必修】カリキュラム・マネジメントの理論と実践

新学習指導要領で示された育成すべき資質・能力の３つの柱（知識・技能，思考力・判断力・表現力等，学び
に向かう力・人間性等）を育成するため，カリキュラム・マネジメントの充実が求められている。社会に開かれた
教育課程及び各教科の関連を意識した視点から，カリキュラム・マネジメントについての理論と学校現場での
具体的な取り組みについて検討する。
（１）これからの社会と学校教育について
（２）学習指導要領の改定とカリキュラム・マネジメントについて
（３）カリキュラム・マネジメントとのねらいについて
（４）教科等横断的な視点からのカリキュラム・マネジメントについて
（５）教育目標の具現化を目指した教科等横断的な視点からのカリキュラムマネジメントについての実践
（６）認定試験：講義した内容の確認

（１）社会に開かれた教育課程や教科等横断的な視点からのカリキュラム・マネジメントについての内容やその
必要性について理解する。
（２）具体的なカリキュラム・マネジメントの方法について理解する。

各自学校グランドデザインを持参してください。講習の一部にWEB上でのグループディスカッションを実施しま
す。



クラスＣＤ ロ-203 開講日・定員 8/23(月)・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 教育相談の基礎 講習の形態 講義

担当講師名(ふりがな) 丸山　広人（まるやま　ひろと） 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3年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】教育相談の基礎

昨今の児童生徒の適応上の課題（不登校・いじめ・発達障害等）を対象にして、それぞれの問題に対する基本
的な理解とその経過について解説したうえで、多方面からの対応方法について、事例を交えながら考えてい
く。講習は，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。

１．不適応的児童生徒の行動の特徴とその背景を理解する
２．不適応的児童生徒の個別的な問題を理解して対応方法を考えることができる



クラスＣＤ ロ-204 開講日・定員 8/23（月）・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 現代社会とキャリア教育 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３年度　茨城大学教員免許状更新講習シラバス

【選択必修】現代社会とキャリア教育

現代社会におけるキャリア教育の持つ意味について考える。はじめに現代の子どもたちがなぜ自己肯定感や
自己効力感を持てないでいるのかを明らかにしたうえで、自己肯定感を育むとはどういうことなのか、そして自
己肯定感を育むためにはどのような実践（キャリア教育）が求められるのかについて考える。
１）現代日本社会のキャリアをめぐる諸問題
２）教育政策におけるキャリア教育
３）自己肯定感、自己有用感とキャリア教育
４）キャリア教育の実践について考える

１）現代社会におけるキャリア教育の重要性について知識を得る。
２）キャリア教育実践の方法を考えることができる。
３）キャリア教育における自己肯定感を高めることの重要性を理解できる。

特になし



※この講習を受講する方は【選択】アクティブ・ラーニングによる道徳授業（小川 哲哉）を受講することができません。

クラスＣＤ ロ-205 開講日・定員 8/23(月)・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 考え、議論する道徳授業のあり方 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 　　　小川　哲哉　（おがわ　てつや） 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・特支教諭 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

【選択必修】考え、議論する道徳授業のあり方

新学習指導要領においては主体的・対話的で深い学びが求められており，特に道徳教育には考え、議論する
授業の重要性が指摘されている。本講習では，考え、議論する道徳の授業づくりを学んでいきたい。講習で
は，自我関与的な学習，問題解決学習，体験的な学習等を中心にした道徳授業モデルを受講生諸氏と考え，
主体的・対話的で深い学びはどのようにしたら実践できるのかを学んでいく。

１）考え、議論する道徳授業の理論と実践の理解を深める。
２）読み物教材の登場人物への自我関与を行う授業，問題解決的な授業，道徳的行為に関する体験的な授業に対
する理解を深める。
３）授業の技術やスキルの習得を深める。

講義形式の授業も行うが、講習の大部分はグループワーク等による協働学習が中心となることをご承知おき
頂きたい。



クラスＣＤ ロ-206 開講日・定員 8/23(月）・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 英語技能統合型（技能統合型）指導 講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 小林　翔　（こばやし　しょう） 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 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
内容言語統合型授業(CLIL)指導の可能

性をさぐる
講習の形態 講義・演習

担当講師名(ふりがな) 　　　齋藤英敏　（　さいとうひでとし　） 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 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）

1) 中高での内容言語統合型（CLIL)授業指導に関する講習 (90分）
2) 中高でのCLIL指導に関するアイディアの共有（60分）
3) 代表グループによる発表（１０分）
4) 確認試験 (20分）
*本講習は日本語も使用されます *時間は目安です

1) CLIL指導に関して理解する。
2) CLIL指導を計画する。

普段使用している教科書・教材などをお持ちください。

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。

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

【選択必修】英語技能統合型（技能統合型）指導/内容言語統合型授業(CLIL)指導の可能性をさぐる

　五つの領域を結びつけた技能統合的な指導法について理解し、コミュニケーション活動、特に話すこと（やり
取りと発表）や書くことの指導を計画する。
1) 中高での英語技能統合型、特に話すこと（やり取りと発表）や書くことに関する講習 (60分）
2) 中高での英語技能統合型(コミュニケーション活動)の共有（60分）
3) 代表グループによる発表（40分）
4) 確認試験 (20分）
*本講習は日本語も使用します*時間は目安です

新学習指導要領における技能統合的な指導法のポイントを知り、それらの指導方法を立案できる。
1) 技能統合型指導に関して理解する。
2) 技能統合型指導(特に話すこと（やり取りと発表）や書くことの指導法)を計画する。

スピーキングやライティング指導についての経験を具体的に説明できるようにしておいてください。


	シラバス (2)

