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教員免許状更新のための必修2講習・選択必修8講習・選択37講習を開設

龍谷大学
教員免許状更新講習募集要項

4月21日（水） 12:00–必修領域
選択必修領域
［先着順］

4月22日（木） 12:00–選択領域
［先着順］

申込受付開始

www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/I/Web受付

追加募集を行う講習の発表は、5月26日（水）
追加募集期間 5月28日（金） 12:00–



アメニティ施設が充実した
龍谷大学ネットワークの中枢

1960（昭和35）年に開学したキャンパスです。
龍谷大学の本部機能を果たし、３キャンパス
の交流拠点として最も多くの学生が集います。
赤レンガで統一された学舎の真ん中には、緑
あふれる中央広場が整備され、学生の憩いの
場となっています。

ミニ総合大学を形成する
未来志向型ITキャンパス

1989（平成元）年に創立350周年を記念して誕
生したキャンパスです。仏教系大学として初め
て理工学部を設置し、総合大学へと発展しまし
た。1991年に開設された龍谷エクステンション
センターは、社会連携の拠点として様々な活動
を行っています。

建学の精神

•すべてのいのちを大切にする「平等」の心

•真実を求め真実に生きる「自立」の心

•常にわが身をかえりみる「内省」の心

•生かされていることへの「感謝」の心

•人類の対話と共存を願う「平和」の心

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。

悟りとは自己中心性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。

阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する

硬直した視点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。

本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、

「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成します。

このことを実現する心として以下５項目にまとめています。これらはみな、建学の精神あってこその心であり、生き方です。

伝統の気品ただよう
アカデミックな教学環境

1879（明治12）年に西本願寺の大教校として
竣工した歴史と伝統をもつキャンパスです。擬
洋風建築といわれる本館や北黌・南黌、正門、
旧守衛所が国の重要文化財に指定され、大宮
図書館には国宝や重要文化財など貴重な資
料が多数所蔵されています。

　平成21年4月から開始された教員免許更新制は、平成21年３月31日までに授与された教員免許状を持ってい
る先生方は、各自の修了確認期限までに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、必要な手続きを行うこと
が必要となります。
　本学では、この制度の趣旨を踏まえ、2021年度も「教員免許状更新講習」を実施します。深草学舎・大宮学舎・瀬
田学舎の３学舎において、必修領域２講習・選択必修領域８講習・選択領域37講習と本学の知的資源を最大限に
生かした講習を開講いたします。
　ぜひ歴史ある龍谷大学で教員免許状更新講習を受講いただき、新たな知識・技能等多くのものを得ていただけ
れば幸いです。
　多数の皆さまの受講をお待ちしております。

龍谷大学　教員免許状更新講習のご案内

「龍谷大学」について

2023年4月　心理学部（仮称）　開設予定（設置構想中）
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Webからの申込のみ（先着順）となります。

講習受講 ８月４日（水）～ 8月10日（火）

「更新講習受講申込書」を教員免許状更新講習管理システムより各自印刷し、
証明写真貼付（㊟1）、受講対象者証明の上、事務局へ送付してください。

◆予約された講習の事前アンケートも同時に、教員免許状更新講習管理システムよりお答えください。
　送付は不要です。事前アンケートへの解答は申込手続完了前までにお済ませください。

事務局にて「受講料振込確認（4.①）」および「必要書類提出完了（4.②）」の両方が確認ができた場合、
本登録となります。本登録後、ご自身で受講票が印刷可能となります。受講票は講習当日に必要です。

受講票を印刷の上、証明写真を貼付し、講習当日お持ちください。
また、写真の大きさについては、判別可能であれば指定の大きさでなくても問題ありません。

P.39「受講について」をよく読み、
講習を受講してください。

各講習終了時の履修認定試験の結果により、
履修証明書を事務局から発送いたします。

「3開講講習の発表」で開講が決定した講習の受
講料を右記銀行口座にお振り込みください。
◆複数申し込まれている場合は、受講料の合計金額をお

振り込みください。

銀 行 名：京都銀行七条支店　普通預金
口座番号：3673915
口座名義：学）龍谷大学
御依頼人：受講者ＩＤの下5ケタの番号
　　　　 ＋  申込者氏名
例）受講者ＩＤが「20ryu00001」の場合
　  00001リュウコクタロウ

（㊟1） 写真の大きさについては、判別可能であれば指定の大きさでなくても問題ありません。
※受講料の入金が確認されず、受講料振込遅延・申込書送付遅延にかかる連絡がない場合、申し込まれた講習は自動的にキャンセル
　となる場合がありますのでご注意ください。

① 受講料振込み ５月20日（木）～ 6月1日（火） ※期日厳守

② 事務局へ書類送付 ５月20日（木）～ 6月1日（火） ※期日厳守

本登録および受講票印刷 7月上旬

3
開講が決定した講習について、HP上で発表いたします。
◆開講が決定した講習に申込されている方は、次の受講料振込みを行ってください。
◆申込をされた講習が不開講となった場合、キャンセルの手続きを取って頂く必要がございます。
※各講習につき、受講申込者数が５名以下の場合は、不開講とします。

開講講習の発表 ５月20日（木）12：00 ～

送付先　〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67
龍谷大学 教員免許状更新講習事務局

講習当日
履修証明書の受領 （10月上旬）

講習受講後

①講習開講前日までに受講辞退の申し出があり、所定の手続きを取っていただいた場合は、振込済の受講料を返金いたします。
なお、講習開講前日が事務局の業務休止日である場合、直前の業務取扱い日を申し出の締切日といたします。

②返金の際には、1回の申し出につき、事務手数料として1，000円を頂戴し、その金額を差し引いた受講料を返金いたします。
　なお、受講辞退の申し出までにテキスト・教材・実習材料等を事務局で購入済みの場合、その分は返金できません。
③自己都合による講習当日の受講辞退の申し出については返金の対象となりません。
④受講料返金の取扱いについては、所定用紙により申請が必要となります。所定用紙については、事務局より送付いたします。
⑤必修領域および選択必修領域が代替日に実施となった場合の受講辞退（キャンセル）についてはP.16をご確認ください。

★やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、必ず事務局まで電話にて連絡いただきますようお願いいたします。
　【事務局 ： TEL.075－283－0143】

受講辞退（キャンセル）について

2
発行されたIDと登録されたメールアドレス、パスワードを用い、Ｗeb上で講習の申込をしてください。
申込予約終了後に確認メールが、登録したメールアドレスに送信されます。
受講申込書の受領および受講料の入金が確認された時をもって本登録となります。
◆全ての講習が先着順となっております。
◆満席の場合は、キャンセル待ちでの登録となります。空席が出た場合、キャンセル待ちで登録された方

全員にメールで連絡し、再度、先着順となり、申込手続きが必要となりますので、ご了承ください。

講習申込 必修領域・選択必須領域 4月21日（水）12：00 ～５月14日（金）
選択領域 4月22日（木）12：00 ～５月14日（金）

追加募集　下記日程にて、追加募集を行う場合があります。詳細については、HPをご参照ください。
〈5月28日（金）12：00 ～ 6月1日（火）〉

※受講者IDの下5ケタの番号が入力できない、入力を忘れた場合は、
ご本人確認のため、必ず事務局へ電話にてご連絡願います。

※更新講習管理ステータスは自動更新ではありません。事務局に
て受講申込書の受領と入金が確認でき次第、順次更新いたしま
すので、更新まで日数がかかる場合があります。

1

上記URLを直接入力いただくか、以下の手順にしたがい利用の登録をおこない、IDとパスワードの発
行を受けてください。ただし、以前に利用の登録をおこない、IDを持っている方は不要です。

①龍谷大学
　ホームページ上部の
　「在学生・学内の方」を
　クリックしてください。

③左記ページが開いたら、
「教員免許状更新講習」
をクリックしてください。

②左記ページが開いたら、
「教職センター」を

　クリックしてください。

Web利用登録（個人情報登録） 受付中
〈システム利用時間〉6：00 ～ 27：00（翌3：00） 　　〈URL〉https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

④教職センターページ中段にある
「教員免許状更新講習システム」
から専用ページに入り、利用の登
録をおこない、IDとパスワードの
発行を受けてください。

※追加募集の場合、4月の募集時点でのキャンセル待ち登録は引き継がれません。再度お申し込みいただく必要があります。

受講申込みから
履修認定までのスケジュール
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※受講料の入金が確認されず、受講料振込遅延・申込書送付遅延にかかる連絡がない場合、申し込まれた講習は自動的にキャンセル
　となる場合がありますのでご注意ください。

① 受講料振込み ５月20日（木）～ 6月1日（火） ※期日厳守

② 事務局へ書類送付 ５月20日（木）～ 6月1日（火） ※期日厳守

本登録および受講票印刷 7月上旬

3
開講が決定した講習について、HP上で発表いたします。
◆開講が決定した講習に申込されている方は、次の受講料振込みを行ってください。
◆申込をされた講習が不開講となった場合、キャンセルの手続きを取って頂く必要がございます。
※各講習につき、受講申込者数が５名以下の場合は、不開講とします。

開講講習の発表 ５月20日（木）12：00 ～

送付先　〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67
龍谷大学 教員免許状更新講習事務局

講習当日
履修証明書の受領 （10月上旬）

講習受講後

①講習開講前日までに受講辞退の申し出があり、所定の手続きを取っていただいた場合は、振込済の受講料を返金いたします。
なお、講習開講前日が事務局の業務休止日である場合、直前の業務取扱い日を申し出の締切日といたします。

②返金の際には、1回の申し出につき、事務手数料として1，000円を頂戴し、その金額を差し引いた受講料を返金いたします。
　なお、受講辞退の申し出までにテキスト・教材・実習材料等を事務局で購入済みの場合、その分は返金できません。
③自己都合による講習当日の受講辞退の申し出については返金の対象となりません。
④受講料返金の取扱いについては、所定用紙により申請が必要となります。所定用紙については、事務局より送付いたします。
⑤必修領域および選択必修領域が代替日に実施となった場合の受講辞退（キャンセル）についてはP.16をご確認ください。

★やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、必ず事務局まで電話にて連絡いただきますようお願いいたします。
　【事務局 ： TEL.075－283－0143】

受講辞退（キャンセル）について

2
発行されたIDと登録されたメールアドレス、パスワードを用い、Ｗeb上で講習の申込をしてください。
申込予約終了後に確認メールが、登録したメールアドレスに送信されます。
受講申込書の受領および受講料の入金が確認された時をもって本登録となります。
◆全ての講習が先着順となっております。
◆満席の場合は、キャンセル待ちでの登録となります。空席が出た場合、キャンセル待ちで登録された方

全員にメールで連絡し、再度、先着順となり、申込手続きが必要となりますので、ご了承ください。

講習申込 必修領域・選択必須領域 4月21日（水）12：00 ～５月14日（金）
選択領域 4月22日（木）12：00 ～５月14日（金）

追加募集　下記日程にて、追加募集を行う場合があります。詳細については、HPをご参照ください。
〈5月28日（金）12：00 ～ 6月1日（火）〉

※受講者IDの下5ケタの番号が入力できない、入力を忘れた場合は、
ご本人確認のため、必ず事務局へ電話にてご連絡願います。

※更新講習管理ステータスは自動更新ではありません。事務局に
て受講申込書の受領と入金が確認でき次第、順次更新いたしま
すので、更新まで日数がかかる場合があります。

1

上記URLを直接入力いただくか、以下の手順にしたがい利用の登録をおこない、IDとパスワードの発
行を受けてください。ただし、以前に利用の登録をおこない、IDを持っている方は不要です。

①龍谷大学
　ホームページ上部の
　「在学生・学内の方」を
　クリックしてください。

③左記ページが開いたら、
「教員免許状更新講習」
をクリックしてください。

②左記ページが開いたら、
「教職センター」を

　クリックしてください。

Web利用登録（個人情報登録） 受付中
〈システム利用時間〉6：00 ～ 27：00（翌3：00） 　　〈URL〉https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

④教職センターページ中段にある
「教員免許状更新講習システム」
から専用ページに入り、利用の登
録をおこない、IDとパスワードの
発行を受けてください。

※追加募集の場合、4月の募集時点でのキャンセル待ち登録は引き継がれません。再度お申し込みいただく必要があります。

受講申込みから
履修認定までのスケジュール
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Web利用登録1

（2）利用規約・個人情報取扱内容の確認

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（3）受講者基本情報の入力

（4）受講者基本情報の登録

（5）Web利用登録の終了

画面の受講者基本情報を入力してください。＊印のある項目は必須項目です。

受講者IDが表示され、Web利用登録完了となります。

画面の受講者基本情報の入力が終了したら、
画面最下部にある〈確認〉ボタンをクリックしてください。（1）Web利用登録

17ryu00552

画面の左上の〈利用申込はこちら〉を
クリックしてください。 

画面の利用規約および本学の個人情報
保護取扱内容をご確認いただき、同意
いただける場合、最下部にある〈同意す
る〉のボタンをクリックしてください。

★この画面で登録するメールアドレス
およびパスワードは、本システムへロ
グインする際に必要な情報となりま
すので、忘れないようにしてください。

★免許状の種類の項目において、1級
免許状をお持ちの方は、新法に読み
替えた免許状の種類で登録してくだ
さい。

現在、勤務先のない場合は直近で勤務
された学校、もしくは申請予定の教育
委員会を入力してください。

画面の受講者基本情報の入力が終了し
たら、画面最下部にある〈確認〉ボタン
をクリックしてください。
★エラーが出た場合は、エラー内容の

修正をしてください。

クリックすると、登録確認の画面が表示
されます。内容に修正がなければ、画面
最下部にある〈登録〉ボタンをクリック
してください。
★内容に修正があれば、〈戻る〉ボタン

をクリックし、内容を修正してください。

★登録されたメールアドレス宛に【利用
申込完了のお知らせ】が配信されます
ので、ご確認ください。

★発行された受講者IDおよび登録メー
ルアドレス・パスワードは忘れないよ
う控えておいてください。

21

更新講習管理システムの利用マニュアル
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Web利用登録1

（2）利用規約・個人情報取扱内容の確認

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（3）受講者基本情報の入力

（4）受講者基本情報の登録

（5）Web利用登録の終了

画面の受講者基本情報を入力してください。＊印のある項目は必須項目です。

受講者IDが表示され、Web利用登録完了となります。

画面の受講者基本情報の入力が終了したら、
画面最下部にある〈確認〉ボタンをクリックしてください。（1）Web利用登録

17ryu00552

画面の左上の〈利用申込はこちら〉を
クリックしてください。 

画面の利用規約および本学の個人情報
保護取扱内容をご確認いただき、同意
いただける場合、最下部にある〈同意す
る〉のボタンをクリックしてください。

★この画面で登録するメールアドレス
およびパスワードは、本システムへロ
グインする際に必要な情報となりま
すので、忘れないようにしてください。

★免許状の種類の項目において、1級
免許状をお持ちの方は、新法に読み
替えた免許状の種類で登録してくだ
さい。

現在、勤務先のない場合は直近で勤務
された学校、もしくは申請予定の教育
委員会を入力してください。

画面の受講者基本情報の入力が終了し
たら、画面最下部にある〈確認〉ボタン
をクリックしてください。
★エラーが出た場合は、エラー内容の

修正をしてください。

クリックすると、登録確認の画面が表示
されます。内容に修正がなければ、画面
最下部にある〈登録〉ボタンをクリック
してください。
★内容に修正があれば、〈戻る〉ボタン

をクリックし、内容を修正してください。

★登録されたメールアドレス宛に【利用
申込完了のお知らせ】が配信されます
ので、ご確認ください。

★発行された受講者IDおよび登録メー
ルアドレス・パスワードは忘れないよ
う控えておいてください。

21
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（2）講習の検索

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

（3）検索条件の入力

（5）申込

（6）受講申込規約の確認

（7）講習申込予約の確認

講習基本情報が表示されます。講習を申込む場合は、
画面の最下部右側にある〈予約する〉ボタンをクリックしてください。

講習申込

（4）更新講習検索結果一覧の表示

2

※手順⑵～⑺で申込ができるのは、一講習のみです。複数講習の
申込をされる場合は、手順⑵～⑺をくり返してください。

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された 受講者ID・メールアドレス・パス
ワード を入力し、〈ログイン〉 のボタンを
クリックしてください。

画面の左側の〈更新講習検索〉のボタン
をクリックしてください。

当該年度に実施する講習を全て検索す
る場合は、条件を指定しないまま〈検索〉
のボタンをクリックしてください。

検索結果が表示されますので、申込をす
る講習の〈講習名〉をクリックしてくださ
い。

★画面の最下部右側のアクションの欄
が〈キャンセル待ち〉となっている場
合、既に定員に達しています。キャン
セル待ち登録を行う場合は、ここをク
リックしてください。

★キャンセルの詳細についてはP3をご
参照ください。

申込規約をご確認いただき、同意いた
だける場合は、画面の最下部にある〈同
意する〉のボタンをクリックしてくださ
い。

再度講習の内容をご確認いただき、申
込される場合は画面の最下部にある

〈予約確定〉のボタンをクリックしてくだ
さい。
これで手続きが完了です。
★登録されたメールアドレス宛に【受講

予約完了のお知らせ】が配信されます
ので、ご確認ください。

★引き続き、事前アンケート および 受
講申込書の印刷 となりますが、講習
の開講が決定してから入力してくださ
い。
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（2）講習の検索

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

（3）検索条件の入力

（5）申込

（6）受講申込規約の確認

（7）講習申込予約の確認

講習基本情報が表示されます。講習を申込む場合は、
画面の最下部右側にある〈予約する〉ボタンをクリックしてください。

講習申込

（4）更新講習検索結果一覧の表示

2

※手順⑵～⑺で申込ができるのは、一講習のみです。複数講習の
申込をされる場合は、手順⑵～⑺をくり返してください。

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された 受講者ID・メールアドレス・パス
ワード を入力し、〈ログイン〉 のボタンを
クリックしてください。

画面の左側の〈更新講習検索〉のボタン
をクリックしてください。

当該年度に実施する講習を全て検索す
る場合は、条件を指定しないまま〈検索〉
のボタンをクリックしてください。

検索結果が表示されますので、申込をす
る講習の〈講習名〉をクリックしてくださ
い。

★画面の最下部右側のアクションの欄
が〈キャンセル待ち〉となっている場
合、既に定員に達しています。キャン
セル待ち登録を行う場合は、ここをク
リックしてください。

★キャンセルの詳細についてはP3をご
参照ください。

申込規約をご確認いただき、同意いた
だける場合は、画面の最下部にある〈同
意する〉のボタンをクリックしてくださ
い。

再度講習の内容をご確認いただき、申
込される場合は画面の最下部にある

〈予約確定〉のボタンをクリックしてくだ
さい。
これで手続きが完了です。
★登録されたメールアドレス宛に【受講

予約完了のお知らせ】が配信されます
ので、ご確認ください。

★引き続き、事前アンケート および 受
講申込書の印刷 となりますが、講習
の開講が決定してから入力してくださ
い。
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（2）受講申込書の印刷

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

（3）事前アンケートの入力

（4）講習情報の表示

（5）事前アンケートの記入

（6）事前アンケート内容の確認

（7）申込書の送付

受講料を入金後、申込書に証明写真を貼付、受講対象者証明の上、事務局へ郵送してください。
事務局にて、申込書の受領および受講料の入金の両方が確認でき次第、順次更新講習管理システ
ムのステータスを「受講決定」に変更いたします。

講習を申込む場合は、ご記入いただいた内容をご確認いただき、
修正等がなければ、画面の最下部にある〈登録〉のボタンをクリックしてください。

受講申込書・事前アンケート3

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された 受講者ID・メールアドレス・パス
ワード を入力し、〈ログイン〉のボタンを
クリックしてください。

★内容を一時保存する場合は、〈一時
保存〉のボタンをクリックしてください。
その場合、再度「（3）事前アンケートの
入力」より入力を行ってください。

★複数の講習を申込されている場合、
担当講師へ事前アンケートを渡します
ので、講習ごとに記入してください。

★ご記入は申込手続完了前にお済ませ
ください。

事前アンケートの設問1～ 5に回答し、
最下部〈確認〉のボタンをクリックしてく
ださい。

画面の最下部右側にある〈事前アンケー
ト登録〉のボタンをクリックしてください。

トップ画面の下方の申込内容確認欄に
申込された講習の一覧が表示されてい
ますので、事前アンケートを記入する
〈講習名〉をクリックしてください。

トップ画面の下方の申込内容確認欄に
申込された講習の一覧が表示されてい
ます。
一覧左側の選択にチェックを入れ、下部
にある〈受講申込書印刷〉のボタンをク
リックしてください。
受講申込書が表示されますので、印刷し
てください。

★複数の講習を申込されている場合、
講習の一覧左側の選択に全てチェック
を入れ、下部にある〈受講申込書印刷〉
のボタンをクリックしてください。



- 9 -

（2）受講申込書の印刷

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

（3）事前アンケートの入力

（4）講習情報の表示

（5）事前アンケートの記入

（6）事前アンケート内容の確認

（7）申込書の送付

受講料を入金後、申込書に証明写真を貼付、受講対象者証明の上、事務局へ郵送してください。
事務局にて、申込書の受領および受講料の入金の両方が確認でき次第、順次更新講習管理システ
ムのステータスを「受講決定」に変更いたします。

講習を申込む場合は、ご記入いただいた内容をご確認いただき、
修正等がなければ、画面の最下部にある〈登録〉のボタンをクリックしてください。

受講申込書・事前アンケート3

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された 受講者ID・メールアドレス・パス
ワード を入力し、〈ログイン〉のボタンを
クリックしてください。

★内容を一時保存する場合は、〈一時
保存〉のボタンをクリックしてください。
その場合、再度「（3）事前アンケートの
入力」より入力を行ってください。

★複数の講習を申込されている場合、
担当講師へ事前アンケートを渡します
ので、講習ごとに記入してください。

★ご記入は申込手続完了前にお済ませ
ください。

事前アンケートの設問1～ 5に回答し、
最下部〈確認〉のボタンをクリックしてく
ださい。

画面の最下部右側にある〈事前アンケー
ト登録〉のボタンをクリックしてください。

トップ画面の下方の申込内容確認欄に
申込された講習の一覧が表示されてい
ますので、事前アンケートを記入する
〈講習名〉をクリックしてください。

トップ画面の下方の申込内容確認欄に
申込された講習の一覧が表示されてい
ます。
一覧左側の選択にチェックを入れ、下部
にある〈受講申込書印刷〉のボタンをク
リックしてください。
受講申込書が表示されますので、印刷し
てください。

★複数の講習を申込されている場合、
講習の一覧左側の選択に全てチェック
を入れ、下部にある〈受講申込書印刷〉
のボタンをクリックしてください。
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4

（2）受講票の印刷

事務局にて、申込書の受領および受講料の入金の両方が確認でき次第、順次更新講習管理システ
ムのステータスを「受講決定」に変更いたします。
「受講決定」になりましたら、受講票の印刷が可能になります。

受講票印刷 5

（2）登録利用情報の照会

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

登録利用情報変更 ◆登録したWeb利用情報の内容を変更する場合

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された受講者ID・メールアドレス・パス
ワードを入力し、〈ログイン〉のボタンをク
リックしてください。

画面の左側の〈登録利用情報照会〉の
ボタンをクリックしてください。

〈龍谷大学更新講習管理システム〉へお入りください。
　https://www.kousinkousyu.jp/ryu-univ/l/

（1）ログイン

画面の左側の〈ログイン〉の項目に、発行
された 受講者ID・メールアドレス・パス
ワード を入力し、〈ログイン〉のボタンを
クリックしてください。

★ステータスが「受講決定」と表示され
ているかご確認ください。

　確認ができましたら、「受講票印刷」
ボタンを押し、受講票を印刷してくだ
さい。

★受講票は写真を貼付し、講習当日に
ご持参ください。
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さい。

★受講票は写真を貼付し、講習当日に
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（3）受講者基本情報画面

（4）受講者登録情報変更

（5）受講者情報変更の終了

受講者情報の変更が完了です。

画面の受講者基本情報の変更・修
正が終了したら、
画面最下部にある〈確認〉ボタンを
クリックしてください。

クリックすると、登録確認の画面が表示
されます。内容に修正がなければ、画面
最下部にある〈更新〉ボタンをクリック
してください。
★内容に修正があれば、〈戻る〉ボタンを
クリックし、内容を修正してください。

受講者基本情報画面の最下部にある
〈変更〉ボタンをクリックしてください。
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（3）受講者基本情報画面

（4）受講者登録情報変更

（5）受講者情報変更の終了

受講者情報の変更が完了です。

画面の受講者基本情報の変更・修
正が終了したら、
画面最下部にある〈確認〉ボタンを
クリックしてください。

クリックすると、登録確認の画面が表示
されます。内容に修正がなければ、画面
最下部にある〈更新〉ボタンをクリック
してください。
★内容に修正があれば、〈戻る〉ボタンを
クリックし、内容を修正してください。

受講者基本情報画面の最下部にある
〈変更〉ボタンをクリックしてください。

会場 講習コード 講 習 の 名 称 履修認定対象職種 開 講 日 参照
ページ

深
草
学
舎

FH 教育の最新事情と今後の展望
教諭

養護教諭
栄養教諭

8月５日 P17

瀬
田
学
舎

KH 教育の最新事情と今後の展望
教諭

養護教諭
栄養教諭

8月6日 P17

必修領域（各講習6時間）

■履修認定対象職種欄の「教諭」は、職名としての「教諭」だけでなく、非常勤講師などの臨時的任用の方や、今後採用予定の方など
も含みます。「養護教諭」・「栄養教諭」についても同様です。

■「履修認定対象職種」は、それ以外の職種の方が受講しても履修認定はできません。
■「主な受講対象者」・「対象校種」・「主な教科」については、それ以外の対象者・校種・教科以外であっても認定に影響はありません。
　ただし、前提知識が必要な場合もあります。

選択必修領域（各講習6時間） 8講習
会場 講習コード 講 習 の 名 称 主な

受講対象者 対象校種 開講日 参照
ページ

深
草
学
舎

FC1 学校を巡る近年の状況の変化と学校における危機管理上の課題 特定
しない

幼稚園・小学校
中学校・高等学校
特別支援学校

8月6日

P18

FC2 進路指導とキャリア教育 特定
しない

幼稚園・小学校
中学校・高等学校
特別支援学校

P18

FC3 異文化間コミュニケーション　理論と実践 教諭
小学校
中学校
高等学校

P19

FC4 教育の情報化と指導方法の工夫・改善 教諭
小学校・中学校
高等学校
特別支援学校

P19

瀬
田
学
舎

KC1 学校を巡る近年の状況の変化と学校における危機管理上の課題 特定
しない

幼稚園・小学校
中学校・高等学校
特別支援学校

8月5日

P18

KC2 進路指導とキャリア教育 特定
しない

幼稚園・小学校
中学校・高等学校
特別支援学校

P18

KC3 異文化間コミュニケーション　理論と実践 教諭
小学校
中学校
高等学校

P19

KC4 教育の情報化と指導方法の工夫・改善 教諭
小学校・中学校
高等学校
特別支援学校

P19

【重要】
　自然災害（台風等）や交通機関の不通等によって開講日に実施できなかった場合や、
　新型コロナウイルスの感染拡大により対面方式での講習が実施できない場合についての対応を
　p.16に記載しております。必ずご一読くださいますようお願いいたします。

教員免許状更新講習一覧 必修領域2講習  選択必修領域8講習  選択領域37講習



- 14 -

選択領域（各講習6時間）37講習
新型コロナウイルス感染拡大により対面方式での講習が実施できない場合、選択領域については原則として不開講とします。
ただし、選択領域のうち、以下の「講習の名称」欄に★印がある講習は、実施時期を延期し、「オンライン方式」に開講
形態を変更し実施いたします。なお、中止となった講習にお申し込みの方を対象に、希望された場合振替受講受付を予定
しています。（全ての「オンライン方式」講習で振替受講受付を行うとは限りません。また、講習によっては受講定員を設け
る場合があります。ご了承ください。）
新型コロナウイルス感染拡大により★印の講習が「オンライン方式」での開講となった場合の開講形態については、p.16
をご確認ください。

会場 講習コード 講 習 の 名 称 履修認定
対象職種 対象校種 主な教科 開講日 担当講師 参照

ページ

深
草
学
舎

F01 中学校社会科から地理総合、
歴史総合への学び ★ 教諭

中学校…
高等学校…
特別支援学校

社会…
地理歴史 8月4日

中本　和彦 
須原　洋次 
髙田　満彦

P20

F02 テクストの語りや構造に着目した
文学教材研究 教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

国語 8月4日 堀田　悟史 P20

F03 ウィズ・コロナの時代の
財政問題を考える ★ 教諭 中学校…

高等学校
社会…
公民 8月4日 只友　景士 P21

F04 広告とメディアリテラシー
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 8月4日 カルドネル シルヴァン P21

F05 英語学習に大きな違いをもたらす
英語教育の小さな工夫 教諭

小学校…
中学校…
高等学校

英語 8月4日 平塚　貴晶 P22

F06 認知科学の基礎を学ぶ 
－教育への応用を考えるきっかけとして－

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 8月4日 小堀　聡 P22

F07 幼年美術 
（幼稚園「領域表現（造形）」・小学校低学年「図画工作」）

教諭
幼稚園…
小学校…
特別支援学校

8月4日 羽溪　了 P23

F08 児童生徒の興味を引き出す理科
（気象分野の指導法と教材） ★ 教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

理科 8月9日 滋野　哲秀 P23

F09 道徳教育指導法の工夫
「考え・議論する道徳」 ★ 教諭

小学校…
中学校…
高等学校

8月9日 橋本　雅子 P24

F10
数学教育・授業力UP講座（１） 
動的幾何ソフトを用いて図形を探究しよう
フリーソフト「GeoGebra」入門（図形編）

★ 教諭
中学校…
高等学校…
特別支援学校

数学 8月9日 大西　俊弘 P24

F11 学校防災教育最前線 教諭
養護教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

8月9日 石原　凌河 P25

F12 英語発音指導の理論と実践 
－コミュニケーション活動の活性化のために－

教諭
幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校

英語 8月9日 松村　省一 P25

F13 ニュージーランドの教育と社会 
－日本との共通点－

教諭
小学校…
中学校…
高等学校

8月9日 チャプル ジュリアン P26

F14 黄金比の数理的造形 
－フィボナッチ葉序を折り紙で追体験する－

教諭
幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

8月9日 森田　善久 
日詰　明男 P26

F15 －児童・生徒・教員が体験する喪失－
大切な人との死別にどう向き合うか

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 8月9日 黒川　雅代子 P27

F16 英語科教育：
新しい学力観と授業設計の手法 教諭

小学校…
中学校…
高等学校

英語 8月10日 長嶺　寿宣 P27

F17
数学教育・授業力UP講座（2） 
グラフを動かしてみよう、データの分析を行おう
フリーソフト「GeoGebra」入門（関数・統計編）

★ 教諭
中学校…
高等学校…
特別支援学

数学 8月10日 大西　俊弘 P28
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会場 講習コード 講 習 の 名 称 履修認定
対象職種 対象校種 主な教科 開講日 担当講師 参照

ページ

深
草
学
舎

F18 楽しくまなぶ法教育
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 8月10日 石塚　伸一 P28

F19 教育現場でよりよき関係性や
合意を形成するために

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 8月10日 深尾　昌峰 P29

F20 アート・ヒストリーと鑑賞教育の可能性
教諭

養護教諭
栄養教諭

幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校…

8月10日 林　則仁 P29

F21 黄金比の数理的造形 
－双対(デュアル)竹の星を作る－

教諭
幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

8月10日 森田　善久 
日詰　明男 P30

F22 絵本･童話で育む子どものことば 教諭
幼稚園…
小学校…
特別支援学校

8月10日 生駒　幸子 P30

会場 講習コード 講 習 の 名 称 履修認定
対象職種 対象校種 主な教科 開講日 担当講師 参照

ページ

瀬
田
学
舎

K01 「メディア・リテラシー」入門講座 
あなたも騙されていませんか？ ★

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校…

8月4日 大西　俊弘 P31

K02 楽しい化石・鉱物・火山の
観察と授業法 ★ 教諭

幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

理科…
地学 8月4日 多賀　優 P31

K03 英語発音指導の理論と実践 
－コミュニケーション活動の活性化のために－

教諭
幼稚園…
小学校…
中学校…
高等学校

英語 8月4日 松村　省一 P32

K04 プログラミング教育 
入門からmicro:bitを動かすまで

教諭 小学校 8月4日 山岸　義和 P32

K05 SDGsを教育に取り込む
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 8月4日 横田　岳人 
村澤　真保呂 P33

K06 「地域公共人材」を育てる
アクティブ・ラーニング実践入門

教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校…

8月9日 只友　景士 P33

K07 環境に配慮した最新の応用化学 教諭 中学校…
高等学校 理科 8月9日

中沖　隆彦 
藤原　学 

富崎　欣也 
内田　欣吾

P34

K08 タイル張りとグラフの数学探究 教諭 中学校…
高等学校 数学 8月9日 山岸　義和 P34

K09 遺伝子から個体、そして生態系へ 教諭 中学校…
高等学校 理科 8月9日 塩尻　かおり 

別役　重之 P35

K10 学校における食の話題 
（アレルギー及びスポーツ栄養の観点から）

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 8月9日 楠　隆 
上田　由喜子 P35

K11 児童生徒の興味を引き出す理科 
（天体分野の指導法と教材） ★ 教諭

小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

理科 8月10日 滋野　哲秀 P36

K12 アフリカと日本 教諭 中学校…
高等学校 8月10日 斎藤　文彦 P36

K13 江戸期の数学を授業に生かす 教諭 中学校…
高等学校

数学…
理科 8月10日 山岸　義和 

堀部　和経 P37

K14 暮らしの中で災害を科学する 
～防災・減災のために～

教諭
小学校…
中学校…
高等学校…
特別支援学校

8月10日 中島　健 P37

K15 シルクロード文化の東漸と
日本への影響 教諭 中学校…

高等学校
社会…
地理歴史 8月10日 中田　裕子 P38
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＜自然災害（台風等）や交通機関の不通等によって開講日に実施できなかった場合＞
　各領域の講習について、以下のとおりとします。講習の中止等については情報が発生次第、本学ホームページに掲載します。
「必修領域」「選択必修領域」　
→あらかじめ定める代替日で実施することがあります。代替日は以下のとおりです。
　　＜2021年度代替日＞
　　　　「必修領域」　　FH：９月５日（日）　　KH：８月29日（日）
　　　　「選択必修領域」FC1、FC2、FC3、FC4：８月29日（日）
　　　　　　　　　　　KC1、KC2、KC3、KC4：９月５日（日）

「選択領域」　
→…代替日はありません。
■…必修領域および選択必修領域が、自然災害（台風等）や交通機関の不通等によって開講日ではなく代替日
に実施となった場合の受講辞退（キャンセル）について

　…必修領域および選択必修領域の講習が、自然災害（台風等）や交通機関の不通等によって開講日に実施できなかった場合、
あらかじめ定める代替日で実施することがあります。代替日で実施することとなった場合の受講辞退（キャンセル）につい
ては以下のとおりとします。

　・…受講辞退（キャンセル）される場合は、こちらが別途指定する日時までに、以下のアドレスにメールにてお申し出ください。
通常の受講辞退（キャンセル）とは違い、電話ではお受けできません。代替日に受講される場合はお申し出の必要はあ
りません。

　・…こちらが別途指定する日時までにメールにてお申し出があり、後日に所定の手続きを取っていただいた場合、事務手数
料1,000円を差し引いた上でお振込みいただいている受講料を返金いたします。

　・こちらが別途指定する日時以降の受講辞退（キャンセル）および代替日当日欠席については返金いたしません。

＜代替日を受講辞退（キャンセル）される場合＞
■お申し出先のメールアドレス：menkyo@ad.ryukoku.ac.jp
①メールタイトル：「教員免許状更新講習代替日の受講辞退申し出」
②メール本文に明記すること：「受講者ID」「氏名」「受講辞退する講習名」
■お申し出期間について：開講日（代替日ではない）での開講中止確定後からこちらが別途指定する日時
　※こちらが別途指定する日時までに事務局にてメール受信した場合のみ有効とします。

＜新型コロナウイルスの感染拡大により対面方式での講習が実施できない場合＞
　政府による緊急事態宣言やそれに準じた規制等がとられ、対面方式での講習ができない場合、以下のとおりとします。
「必修領域」「選択必修領域」　
→講習の実施時期を延期し、「オンライン方式」に開講形態を変更し実施いたします。
　　＜オンデマンド型（録画配信）により開講する講習＞
　　　　「必修領域」：FH、KH
　　　　「選択必修領域」：FC1、FC2、FC3、KC1、KC2、KC3
　　＜同時双方向型（ライブ配信）により開講する講習＞…
　　　　「選択必修領域」FC4：８月29日（日）に実施します。
　　　　　　　　　　　KC4：９月５日（日）に実施します。

「選択領域」　
→…原則として不開講とします。ただし、一部の講習については講習の実施時期を延期し、「オンライン方式」に開講形態を変更
し実施いたします。

　　＜オンデマンド型（録画配信）により開講する講習＞
　　　　F01、F03、F08、F09、K02、K11
　　＜同時双方向型（ライブ配信）により開講する講習＞
　　　　F10：９月23日（木・祝）に実施します。
　　　　F17：９月26日（日）に実施します。
　　　　K01：9月19日（日）に実施します。
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滋野井■一■博
滋 野 哲 秀
金■子■龍太郎
佐 藤 貴 宣
武■田■猪久生

受講対象者 全教員

講 習 内 容 近年の社会情勢や教育課題を踏まえ、教育改革の動向や教育研究の成果
について具体的な資料を基に解説する。講義だけでなく事例研究やワー
クショップも織り交ぜ、学校現場で活用できる生きた知識を提供する。具
体的には、下記の内容を取り扱う。
○国の教育政策や世界の教育の動向
○社会変化に対応した生徒指導
○子どもの発達に関する最新の科学的知見
○時代の変化に対応した子ども観、教育観等についての省察

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

200 名 6時間 教諭、養護教諭、栄養教諭 筆記試験

必修 FH 教育の最新事情と今後の展望 会
　
場

深草学舎
（京都市）

KH 教育の最新事情と今後の展望 瀬田学舎
（大津市）

日　時 FH（深草学舎）　8月 5日（木） 9:00～ 17:00 受講料 6,000円KH（瀬田学舎）　8月 6日（金） 9:10～ 17:10
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須 原 洋 次
髙 田 満 彦

  
  
  
  
  
  
  

受講対象者 幼・小・中・高・特別支援学校

講 習 内 容 学校を巡る近年の状況の変化・教育課題について概観し、近年の教育学
的知見や国内外の教育政策の流れを踏まえて教育課題の解決策を探る。
また、本講習では社会の変化・複雑化に伴い近年一層重要性を増す学校
の危機管理についても取り上げる。具体的には講義に加え、校種、職種
の違いを超えた参加者による協議、発表等の活動を用意し、危機管理に
おける組織的対応について事例を挙げながら説明し、受講者間で演習等
にも取り組む。

    

定　員 時間数 主な受講対象者 試験方法 担当講師

50 名 6時間 特定しない 筆記試験

選択
必修

FC1 学校を巡る近年の状況の変化と学校における危機管理上の課題 会
　
場

深草学舎
（京都市）

KC1 学校を巡る近年の状況の変化と学校における危機管理上の課題 瀬田学舎
（大津市）

日　時 FC（深草学舎）　8月 6日（金） 9:00～ 17:00 受講料 6,000円KC（瀬田学舎）　8月 5日（木） 9:10～ 17:10

橋 本 雅 子
多 賀 ■ 優

  
  
  
  
  
  
  
  

受講対象者 幼・小・中・高・特別支援学校

講 習 内 容 キャリア教育・進路指導において必要とされる職業観について、歴史的
な変遷、現状とその問題点について理解を深め、職業観と仕事との関係
や職業観の育成について考察する。
さらに、義務教育段階での「キャリア教育」について、理論と実践を紹介する。
具体的には、進路の出口指導ではなく将来につながる資質・能力の育成
を中心に具現化を図る指導法「アクティブ・ラーニング」等にも言及し、「職
業的・社会的自立に向けた教育」の在り方から、実践的な指導を考える。

    

定　員 時間数 主な受講対象者 試験方法 担当講師

50 名 6時間 特定しない 筆記試験

選択
必修

FC2 進路指導とキャリア教育 会
　
場

深草学舎
（京都市）

KC2 進路指導とキャリア教育 瀬田学舎
（大津市）

日　時 FC（深草学舎）　8月 6日（金） 9:00～ 17:00 受講料 6,000円KC（瀬田学舎）　8月 5日（木） 9:10～ 17:10
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チャプル  ジュリアン
瀧 本 眞 人

  
  
  
  
  
  
  
  

受講対象者 小・中・高

講 習 内 容 前半では、異文化間コミュニケーションでもちいられる基本的な理論的枠
組みを概観し、後半では、教育現場などで発生する可能性のある、実際
的な問題やケーススタディーを取り扱う。
具体的には、自己とアイデンティティー、言語・非言語コミュニケーション、
偏見・ステレオタイプ、異文化適応、といったトピックを含む予定。

    

定　員 時間数 主な受講対象者 試験方法 担当講師

50 名 6時間 教諭 筆記試験

選択
必修

FC3 異文化間コミュニケーション　理論と実践 会
　
場

深草学舎
（京都市）

KC3 異文化間コミュニケーション　理論と実践 瀬田学舎
（大津市）

日　時 FC（深草学舎）　8月 6日（金） 9:00～ 17:00 受講料 6,000円KC（瀬田学舎）　8月 5日（木） 9:10～ 17:10

大 西 俊 弘
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

受講対象者 小・中・高・特別支援学校

講 習 内 容 ICT機器や情報教育の分野にあまり詳しくない方を対象に、次の６つのテーマについて基礎的・
基本的な講習・実習を行います。
（1）ICT機器を利用した教育の実例紹介
（2）ICT機器を利用したアクティブラーニング
（3）授業用の動画作成・動画配信
（4）オンライン授業の実際
（5）学校教育と著作権
（6）授業・校務におけるICT機器の活用
講習の半分程度は、PCやタブレット端末を使った実習形式の講習を行う予定です。実習では
Googleのアプリを利用するため、事前にGoogleのアカウントを取得し、パスワードとともに当
日ご持参ください。PCやスマートフォンで「Googleアカウントの作成」で検索すると該当ページが
表示されます。なお、Gmail等のGoogleアプリを既にご利用の方は、そのアカウント・パスワー
ドがそのまま利用できます。

備 考 ・   お持ちであれば、USBメモリ（データ保存用）をご持参ください。お持ちでなくとも受講は可能です。
・   情報機器に関する詳しい知識は必要ありませんが、WordやExcelに触ったことがある程度の
経験は前提とします。事前に受講者ご自身でGoogleアカウントの取得をお願いいたします。
Gmail等のGoogleアプリを既に利用中の場合は、そのアカウントとパスワードがそのまま利用
可能です。

定　員 時間数 主な受講対象者 試験方法 担当講師

50 名 6時間 教諭 筆記試験

選択
必修

FC4 教育の情報化と指導方法の工夫・改善 会
　
場

深草学舎
（京都市）

KC4 教育の情報化と指導方法の工夫・改善 瀬田学舎
（大津市）

日　時 FC（深草学舎）　8月 6日（金） 9:00～ 17:00 受講料 6,000円KC（瀬田学舎）　8月 5日（木） 9:10～ 17:10
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中 本 和 彦
須 原 洋 次
髙 田 満 彦受講対象者 中・高・特支教諭（社会、地理歴史）

講 習 内 容 新学習指導要領における地理総合と歴史総合の必履修化ともに、中学校
や高等学校の授業改善が求められている。地理及び歴史の授業において、
中学校と高等学校の接続を適切かつ円滑に進めるための指導の在り方及
び留意点等について、研究成果や教育実践例を踏まえながら考察する。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F01 中学校社会科から地理総合、

歴史総合への学び
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

堀 田 悟 史

受講対象者 小・中・高・特支教諭（国語）

講 習 内 容 情報実習室で講習を行います。午前は小学校文学教材等を取り上げて受
講者と意見交換をしながら、テクストの語りや構造に着目した教材研究
を行います。午後は、近現代短編小説を取り上げて、文献や必要に応じ
て適宜インターネットを利用して教材研究を行います。その後、討議をし
て教材の理解を深めます。全体的に国語科の教材研究に特化した内容で
す。基本的に中学校・高等学校の国語科の先生方が講習の対象になりま
す。小学校・特別支援学校の先生方が興味を持たれて受講される場合は、
文学教材研究に関わる内容が中心になることを予めご了解ください。なお、
講習・討議は３密を避け、ソーシャルディスタンスを保って行う予定です。
しかし、講義内の一部で短時間、複数名による合同作業をしていただく
可能性があります。それをご了解いただけることを受講の前提としてく
ださい。

備 考 ・筆記用具およびUSBメモリを必ずご持参ください。
・お持ちであれば電子辞書をご持参ください。こちらは必携ではありません。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

24 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F02 テクストの語りや構造に着目した文学

教材研究
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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只 友 景 士

受講対象者 中・高教諭（社会、公民）

講 習 内 容 新型コロナウイルスのパンデミックのもとで、我が国を始め世界中の国々
が、コロナ禍の危機を乗り切ろうと積極的な財政出動を行っています。その
積極財政を支えているのが、国債であり、財政赤字です。本講義では、コ
ロナ禍の下での財政問題を素材に、現代財政学を学びます。トピックとして
は、①公共財と公共性、②現代日本の財政事情、③ケインズ経済学と公共
政策、④MMT（現代貨幣理論）と財政赤字、この四つを取り上げます。 ①
については、「公共財の理論と公共性について、基礎から学びます。」②につ
いては、「2020年度・2021年度の財政事情を概観し、我が国の財政政策上の
課題を学びます。」③については、「ケインズ経済学の概要と反ケインズ派経
済学との論争点を概観し、公共政策（とりわけ財政運営、成長戦略）にどの
ような影響があったのかを学びます。」④については、「近年、MMT（現代貨
幣理論）が注目を集めています。この理論に立てば、通貨主権を有する政府
はデフォルトのリスクがなく、財政赤字を気にせず政策を展開できるといい
ます。現代財政学は、財政赤字をどのように考えているのかを紹介します。」

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

50 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F03 ウィズ・コロナの時代の

財政問題を考える
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

カルドネル　シルヴァン

受講対象者 全教員

講 習 内 容 広告とその表現様式の分析は、CMの説得術が個人に与える影響や社会と
広告が結んだ関係について考察する手段である。《宣伝》の古典的図式と
比べれば、欧米の現代広告はより巧妙で抜かりのない形態を取ることに
なりつつある。現代社会において、広告はありとあらゆる場面で接する
機会があり、それは子どもにとっても例外ではない。本講習は欧米社会
におけるテレビCMの表現様式の変化について論じ、欧米社会における
広告メッセージの新しいメカニズムの分析を試みることで、今日的な広告
メディアにさらされる子ども理解につなげたい。本講習は広告に読み取
る社会背景及び社会編成、広い意味での「広報活動」への理解を深めるこ
とを目指す。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. F04 広告とメディアリテラシー

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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平 塚 貴 晶

受講対象者 小・中・高教諭（英語）

講 習 内 容 外国語習得論、外国語教育法の理論を基に、小学校・中学校・高等学校
にて革新的な英語の授業を行うために必要な資質、知識、技術を養う。
効果的な授業計画、クリティカルな授業観察、理論と実践の融合を通し
て日本の環境下における有効な英語教育法を共に精査し、探求していく。
特に教室内活動と外国人指導助手（ALT）のティームティーチング手法に焦
点を当て、ペアワークとグループワークを使用しながら、参加者主体で授
業が進められる。（講義、ディスカッションは全て英語で行われるが、参
加者の英語力自体は全く問わない。英語に触れる場、使用する場として
この機会を活用していただきたい。）

備 考 ・受講者の英語力は問いませんが、使用言語は英語のみです。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 ディスカッション
への参加

講習
No. F05 英語学習に大きな違いをもたらす

英語教育の小さな工夫
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

小 堀 ■ 聡

受講対象者 全教員

講 習 内 容 認知科学とは人間の認知過程（心のはたらき）を情報の概念によって明ら
かにしていく学問であり、その知見を学習や教育に応用する様々な取り
組みが行われている。そうした応用について考えるためには、まずは、
認知科学の基礎について理解していくことが重要である。ここでは、人
間の認知過程の基本を解説していき、それぞれの教員が教育への応用に
ついて考えていくきっかけとなるようにする。具体的には、まず、基礎
的な事項として、知覚と運動、記憶と学習、思考などの認知過程の基本
について解説する。次に、認知科学の発展や他分野との関連を紹介し、
教育現場への応用について論じる。そして、各人が様々な分野・教科と
の関連を考えていくことができるようにする。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. F06 認知科学の基礎を学ぶ

－教育への応用を考えるきっかけとして－

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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羽 溪 ■ 了

受講対象者 幼、小、特支教諭

講 習 内 容 幼稚園～小学校低学年の表現（造形）・図画工作に係る実技並びに鑑賞を、
以下の４コマを通して共に学び合う。①画材講習（クレヨン・パスの基礎と
その特徴を理解し、遊ぶ技法を学んでみよう）②実技講習Ⅰ（絵の具遊びで
出あう偶然の形から、そうぞう（想像・創造）を広げよう）③実技講習Ⅱ（視
覚イメージの言語化を試みよう）④絵を読む（受け持つ園児・児童の絵画を
持ち寄り、保育・教育を話し合おう）①幼年期によく使用する画材であるク
レヨン・パスの画材知識を再確認し、様々な実技を体得。②③実技経験を通
して技術そのものよりも、私達のイメージ力の喚起とその大切さや面白さの
体感。④こどもの絵画を鑑賞し、こどもについて一緒に考える。

備 考 ・ 参加者と話題にしたい、疑問に思う、相談したい等の、自身が受け持つ
こどもの絵を３～５枚程度（カラーコピー可、ただし実物大であること）を
ご持参ください。

・エプロン等の汚れ対策をお願いいたします。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 実技考査

講習
No. F07 幼年美術

（幼稚園「領域表現（造形）」・小学校低学年「図画工作」）

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月4日（水） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

滋 野 哲 秀

受講対象者 小・中・高・特支教諭（理科）

講 習 内 容 自然に親しみ観察・実験を行うことにより、子どもたちに科学する態度
を育むことは極めて重要なことである。しかし、「気象に関する分野」は、
子どもたちの興味関心が高い分野でありながら、野外観察や実験が困難
な分野である。本講座では、筆者が研究を行っている「天体・気象分野に
おけるミスコンセプション形成過程の検証と効果的な指導法の研究」によ
り、学校現場の共同研究者とともに中・高・大学生のミスコンセプショ
ン事例をベースにしながら開発した教材と指導法を紹介し、再現実験教
材を作成する。「学生は、なぜ天体・気象分野が苦手なのか」という点を、
義務教育の教科書の流れの分析を含めて考察し、児童生徒の科学的な見
方や考え方の育成について受講生とともに考えてみたい。

備 考 ・ 新聞紙、作成した教材を持ち帰るための手さげ袋（A4サイズの紙が入
るもの）をご持参ください。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F08 児童生徒の興味を引き出す理科

（気象分野の指導法と教材）

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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橋 本 雅 子

受講対象者 小・中・高教諭

講 習 内 容 新学習指導要領では、「考え、議論する道徳」が推奨されていますが、こ
れまでの道徳教育との違いや道徳におけるアクティブラーニングの在り方
について、強調されている点を確認したうえで、考え、検討していきた
いと思います。また、色々なパターンの学習方法や学習形態を試みること
で、子どもたちが主体的に考え、実践できる道徳教育を目指していくこ
とをねらいとします。具体的には、①学習指導要領の読み解き、②資料
をもとにいくつかの授業方法を提示、③授業映像を提示　④グループディ
スカッション、⑤発表等を行います。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F09 道徳教育指導法の工夫

「考え・議論する道徳」
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

大 西 俊 弘

受講対象者 中・高・特支教諭（数学）

講 習 内 容 GeoGebraは数学教育・数学学習用に開発されたフリーソフトウエアである。高機能
で使いやすく、PCだけでなくタブレット端末でも動作するため、世界中で普及が進
み、教材も多数開発されている。GeoGebraは、平面図形・空間図形・関数グラフ・
統計を統合的に扱うことができるが、本講習では、主に平面図形（幾何学）にテーマを
絞って、解説・実習を行い、時間の余裕があれば空間図形の作図にも取り組む。まず、
GeoGebraの作図機能を紹介し、簡単な教材作成と授業での活用事例を紹介する。次
に、幾何学的な性質を保持したまま変形する機能を紹介し、図形の動的な見方を養う
教材作成に取り組む。本講習は、中学校または高等学校の数学科教員で、テクノロジー
の利用に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象とする。中学校の図形
問題だけでなく、高等学校の軌跡問題なども取り上げる予定である。（GeoGebraの
修得のためには、別講習の「関数・統計編」も併せて受講されることを強く推奨する。）

備 考 ・USBメモリ（200メガバイト以上の空き容量があるもの）をご持参ください。
・ GeoGebraの修得のためには、別講習「F17 数学教育・授業力UP講座（2）　グラフ
を動かしてみよう、データの分析を行おう　フリーソフト『GeoGebra』入門（関数・
統計編）」も併せて受講されることを強く推奨いたします。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験
実技考査

講習
No. F10 数学教育・授業力UP講座（１）

動的幾何ソフトを用いて図形を探究しよう
フリーソフト「GeoGebra」入門（図形編）

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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石 原 凌 河

受講対象者 小・中・高・特支教諭、養護教諭

講 習 内 容 頻発する自然災害から児童・生徒の命を確実に守るために、学校現場に
おいては、学校防災管理と学校防災教育の充実が求められています。学
校防災教育を杜撰なものに終わらせず、限られた時間や資源の中で、学
校防災教育を効果的・効率的に進め、児童・生徒と学校の双方にとって
意義のある取り組みになるように発展させる必要があるでしょう。本講
義では、講義担当者の10年以上にも及ぶ学校現場や教育委員会との共同
研究の成果を踏まえて、学校現場で必要とされる学校防災教育の基礎的
な知識や考え方を身につけるとともに、「主体的」と「対話的」をキーワー
ドに、学校防災教育を発展させるための最新の知見について演習や討論
を交えながら提供します。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭 筆記試験

講習
No. F11 学校防災教育最前線

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

松 村 省 一

受講対象者 幼・小・中・高教諭（英語）

講 習 内 容 英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手にはっきり伝え
るには正確に発音することが大切である。日本語母語話者によくみられ
る発音の誤りを知り、英語の発音の基礎になる音を効果的に学習・指導
する方法について考える。また、教員のための発音クリニックも行う。
本講義では以下の３点を到達目標とする。（1）英語の発音指導について考
え、技術を学び、実践できるようになること。（2）ティームティーチング
における課題を理解し、発音指導に自信を持てるようになること。（3）音
楽やビデオを使った英語学習方法について学び、今後の自学自習に活か
すことができるようになること。

備 考 ・ 瀬田学舎で開講する同名の講習と同一内容であり、両方の講習を受講
することは認められません。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 実技考査

講習
No. F12 英語発音指導の理論と実践

－コミュニケーション活動の活性化のために－

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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チャプル　ジュリアン

受講対象者 小・中・高教諭

講 習 内 容 この講義ではまずニュージーランドの歴史、文化、社会制度などを簡単に
紹介してから、現在の教育に焦点をあてる。21世紀に入ってからの教育
改革によって学校運営方式から教育における評価方法まで様々な変化があっ
た。これらを取り上げながら日本と共通しているところ、相違点などを
紹介する。また、特に近年注目されている「学びの物語」や「教室空間の変化」
などについても紹介する。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F13 ニュージーランドの教育と社会

－日本との共通点－

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

森 田 ■ 善 久
日 詰 ■ 明 男

受講対象者 幼・小・中・高・特支教諭

講 習 内 容 この講習の前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来す
る工学的な特徴を解説する。その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。後半は、
折り紙工作を通して、植物の葉序原理を追体験するワークショップを行う。
そして同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示す。いずれも
数式を使わず、幅広い教育現場の方々に体験可能な内容である。自然界
の造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、あらゆる文化領域が
数学と深く関わり合うことを、物に触れ、作るという体験学習を通して
実感してもらいたい。各々の教科の教育現場で、この講習で得た体験を
新たな着想の契機にして頂きたい。

備 考 ・ F21「黄金比の数理的造形　―双対（デュアル）竹の星を作る―」と重複
した内容を含むため、両方の講習を受講することは認められません。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F14 黄金比の数理的造形

－フィボナッチ葉序を折り紙で追体験する－

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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黒■川■雅代子

受講対象者 全教員

講 習 内 容 講義形式でおこなう。1.死別悲嘆や遺族支援についての講義をおこなう。
2.こどもを亡くした体験をもつゲストスピーカーから、学校に対してどの
ようなニーズを持っていたのか、直接当事者から話を聴く。3.児童・生徒・
教員が体験する死別悲嘆について、講師およびゲストスピーカーでまとめ
の講義を行う。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. F15 －児童・生徒・教員が体験する喪失－

大切な人との死別にどう向き合うか

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月9日（月） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

長 嶺 寿 宣

受講対象者 小・中・高教諭（英語）

講 習 内 容 本講習の前半では、近年の学習指導要領改訂に伴う授業改善および評価
方法の多様化に関わる重要なポイントをわかりやすく解説します。Can-
Doリストの活用、言語活動とパフォーマンス課題の捉え方、評価基準（ルー
ブリック）作成の技法等を考察し、「使える英語」を習得させるための授業
実践のあり方を議論します。本講習の後半では、「逆向き授業設計」の手
法を導入し、効果的な授業を設計するための演習を行います。後半の演
習を通して、小・中・高の異なる段階における学習者のニーズ、校種ご
とに教師が配慮すべき事柄に論及するとともに、異校種間連携を踏まえ
た指導を行います。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F16 英語科教育：

新しい学力観と授業設計の手法
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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大 西 俊 弘

受講対象者 中・高・特支教諭（数学）

講 習 内 容 GeoGebraは、数学教育・数学学習用に開発されたフリーソフトウエアで、高機能で使い
やすいため世界中で急速に普及しており、教材も多数開発されている。本講習では、主に
関数グラフ描画機能・データ処理（統計）機能にテーマを絞って、解説・実習を行う。まず、
GeoGebraの関数グラフ描画機能を紹介し、簡単な教材作成と授業での活用事例を紹介する。
次に、データ処理機能について解説し、中学校での活用事例（ヒストグラム等）や高等学校で
の活用事例（箱ひげ図、相関係数等）を紹介する。最後に、図形・表・関数を相互に結びつけ
た教材例を紹介し、教材作成に取り組む。本講習は、中学校または高等学校の数学科教員で、
テクノロジーの利用に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象とする。但し、
本講習単独での受講は原則として不可で、「GeoGebra」の基本操作を学ぶ「図形編」の講習を
先に受講していることが必要である。

備 考 ・ USBメモリ（200メガバイト以上の空き容量があるもの）をご持参ください。
・ 本講習の受講に際しては、「GeoGebra」の基本操作を理解していることが前提となります。
そのためには、次のどちらかを満たしている必要があり、対象外の方はご受講いただけない
のでご了承ください。
① 別講習「F10 数学教育・授業力UP講座（1）　動的幾何ソフトを用いて図形を探究しよう　
フリーソフト『GeoGebra』入門（図形編）」を本年度または昨年度に受講している。

②独学等により、GeoGebraの基本操作は身につけている。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験
実技考査

講習
No. F17 数学教育・授業力UP講座（2）

グラフを動かしてみよう、データの分析を行おう
フリーソフト「GeoGebra」入門（関数・統計編）

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

石 塚 伸 一

受講対象者 全教員

講 習 内 容 近年、裁判員制度の導入や選挙権年齢の引き下げなどを契機にして、学
校教育における法教育に注目が集まっている。しかしながら、限られた
時間の中で行えることといえば、「法令の解説と暗記」や「遵法精神のお説
教」になりがちで、受講者たちには「つまらない時間」になってしまうこと
が少なくない。この講習では、「つまらない法教育」を「楽しくする」方法
について、実例を交えながら、体験していただきたいと考えている。具
体的には、（1）お伽噺をつかった授業実践、（2）模擬裁判をつかった授業、
（3）私語を活用した授業などについて、実践を踏まえて体験的に学んでい
ただきたいと考えている。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 実技考査

講習
No. F18 楽しくまなぶ法教育

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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深 尾 昌 峰

受講対象者 全教員

講 習 内 容 この講習は、授業や教育現場の多様なステークホルダー（教師同士、保護者、
地域の人など）の対話や議論を活性化させ、納得を伴う合意形成に導いて
いく知識やスキルを見につけることを目的とする。具体的には、議論やワー
クショップの構造について学び、ファシリテート能力やファシリテーション
グラフィックについて実習を交え習得する。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 実技考査

講習
No. F19 教育現場でよりよき関係性や

合意を形成するために
会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

林 ■ 則 仁

受講対象者 幼・小・中・高教諭、養護教諭、栄養教諭

講 習 内 容 鑑賞教材としての美術品の教育現場における有効利用に向けて、本講義
では西洋およびアジアの重要な美術品を提示しながらアート・ヒストリー
の基礎を講義し、鑑賞教育の重要性を考える。美術はただ作品の美を堪
能するだけのものではなく、歴史や文化交流、宗教や思想を学ぶうえで
も重要な教材であり、異なる価値観を視覚的に学ばせる教材としての可
能性は大きい。本講義では、西洋美術とアジア美術の主要作品を見ながら、
美術を「読み解く」ためのアート・ヒストリーの基礎知識を共有し、美術
と人間の関わりについて考える。

備 考 ・ インターネット接続可能な携帯情報端末（スマートフォン・タブレット・
PC等）をご持参ください。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 口頭試験

講習
No. F20 アート・ヒストリーと鑑賞教育の可能性

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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森 田 善 久
日 詰 明 男

受講対象者 幼・小・中・高・特支教諭

講 習 内 容 この講習の前半は、実作品を見せながら、黄金比の自己相似性に由来す
る工学的な特徴を解説する。その射程範囲は音楽から建築に及ぶ。後半は、
竹ひごを使って２種類の立体的な星を工作するワークショップを行う。そ
して同様の原理で新しい音楽体系が構築できることも示す。いずれも数
式を使わず、幅広い教育現場の方々に体験可能な内容である。自然界の
造形はもちろん、文系／理系／芸術系を問わず、あらゆる文化領域が数
学と深く関わり合うことを、物に触れ、作るという体験学習を通して実
感してもらいたい。各々の教科の教育現場で、この講習で得た体験を新
たな着想の契機にして頂きたい。

備 考 ・ F14「黄金比の数理的造形　-フィボナッチ葉序を折り紙で追体験する-」
と重複した内容を含むため、両方の講習を受講することは認められま
せん。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F21 黄金比の数理的造形

－双対（デュアル）竹の星を作る－

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  

生 駒 幸 子

受講対象者 幼・小・特支教諭

講 習 内 容 本講座では、子どものことばを豊かに育む視点から、絵本・童話の魅力・
文化財としての価値、教材としての可能性、選書のあり方を考え、こと
ばの環境構成、言語指導実践の手がかりとする。絵本・童話の魅力につ
いての講義、作品鑑賞、子ども（対象年齢ごと）のことばの環境構成デザ
イン、言語指導実践の課題についてのディスカッション、まとめレポート
作成等を取り入れ学びを深める。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. F22 絵本･童話で育む子どものことば

会　場

深草学舎
（京都市）選択

日　時 8月10日（火） 9:00～17:00 受講料 6,000円  
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大 西 俊 弘

受講対象者 小・中・高・特支教諭、養護教諭、栄養教諭

講 習 内 容 マスコミの報道等を、客観的な真実と思い込んでいる人が多いが、それ
らは必ずしも真実であるとは限らない。確かな判断をするためには、そ
れらを批判的に読み解く能力が必要で、その能力を「メディア・リテラシー」
と呼ぶ。講習の前半では、新聞記事、報道写真、統計・グラフなどを取
り上げ、我々がいかに騙されやすいか紹介する。後半では、教育界に浸
透している「ニセ科学」の事例とその危険性について紹介する。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

50 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. K01「メディア・リテラシー」入門講座

あなたも騙されていませんか？

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月4日（水） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

多 賀 ■ 優

受講対象者 幼・小・中・高・特支教諭（理科、地学）

講 習 内 容 講義や実習・観察を通して滋賀県の化石（古生物）、火山（カルデラ）、古
琵琶湖層群、岩石・鉱物などの地質現象の理解を深め、琵琶湖を含めた
滋賀の地質学的な歴史を概観する。また、小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校等でこれらの化石・鉱物・火山を教材として用いた、児童・
生徒の地学への興味・関心を育てる授業づくりを考察する。また、観察
を用いたより効果的な授業とは何かを考え、持ち帰って自分の授業で実
践する方法を習得する。滋賀県以外からも受講可能である。また、幼稚
園での活用も可能である。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

24 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K02 楽しい化石・鉱物・火山の観察と授業法

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月4日（水） 9:10～17:10 受講料 6,000円  
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松 村 省 一

受講対象者 幼・小・中・高教諭（英語）

講 習 内 容 英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手にはっきり伝え
るには正確に発音することが大切である。日本語母語話者によくみられ
る発音の誤りを知り、英語の発音の基礎になる音を効果的に学習・指導
する方法について考える。また、教員のための発音クリニックも行う。
本講義では以下の３点を到達目標とする。（1）英語の発音指導について考
え、技術を学び、実践できるようになること。（2）ティームティーチング
における課題を理解し、発音指導に自信を持てるようになること。（3）音
楽やビデオを使った英語学習方法について学び、今後の自学自習に活か
すことができるようになること。

備 考 ・ 深草学舎で開講する同名の講習と同一内容であり、両方の講習を受講
することは認められません。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 実技考査

講習
No. K03 英語発音指導の理論と実践

－コミュニケーション活動の活性化のために－

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月4日（水） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

山 岸 義 和

受講対象者 小教諭

講 習 内 容 本講習では、小学校のプログラミング教育についてのいくつかの話題に
触れる。パソコンを使ったプログラミングの体験（Hour of Code、プログル、
Scratch）や、micro:bitというマイコンボードを使ったプログラミングの
体験（Scratch、MakeCode）を通して課題に取り組む。プログラミングの
初心者でも取り組める内容を実際にいろいろと試してもらう。また、レ
ゴブロックで作ったロボットやトイドローンを動かすプログラミング、マ
インクラフトを使ったプログラミングなども紹介する。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験
実技考査

講習
No. K04 プログラミング教育

入門からmicro:bitを動かすまで
会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月4日（水） 9:10～17:10 受講料 6,000円  
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横 田 岳 人
村■澤■真保呂

受講対象者 全教員

講 習 内 容 環境教育分野では、持続可能な開発のための教育（ESD）が2000年代前
半から注目を集め始め、2005年から2014年にかけて「国連ESDの10年」
として具体的な取り組みがなされてきました。その後継としてGlobal 
Action Programが実施されていますが、2015年秋に定められた「2030 
Agenda」が精力的に広報され、具体的にはSDGsを目標に据えて、企業
を含めた社会全体の取り組みが促されています。このような背景を解説
しながら、SDGsの取り組みを教育の中に生かすことができないか、一緒
に考えていきたいと思います。具体的には、「SDGs「持続可能な開発」概論」
「人文・社会科学とSDGs」「ESDとSDGs」「博物館を用いたSDGs教育」の
4講を実施予定です。4講目は、環境教育に積極的に取り組んでいる奈良
県川上村の博物館「森と水の源流館」のスタッフから、SDGs教育の実際を
学ぶ予定です。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. K05 SDGsを教育に取り込む

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月4日（水） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

只 友 景 士

受講対象者 小・中・高・特支教諭、養護教諭、栄養教諭

講 習 内 容 本講義は、（1）講義（座学）、（2）グループワーク（グループ発表あり）、発
表を元にした討論と講評、（3）筆記試験（レポート形式）の構成で行いま
す。（1）講義：龍谷大学政策学部では、「政策実践・探究演習」をはじめ
とする幾つかのアクティブ・ラーニング（AL）科目を開講しています。こ
れらのAL科目は、龍谷大学政策学部の「地域公共人材」養成の教育カリキュ
ラムにおいて、中核的な位置を占めています。本講義は、本学教育プロ
グラムを素材に、ALの具体的な方法論、そもそもALが求められる背景、
教育手法の基本的考え方などを学びます。（2）グループワーク＋討論・講評：
多様な校種・職種・科目の教員の皆さんが受講されることを想定して、グルー
プワーク課題を設定します。グループでの作業を行い、最後にまとめを発
表します。（3）筆記試験：様式に従い、受講レポートを執筆してもらいます。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. K06「地域公共人材」を育てる

アクティブ・ラーニング実践入門
会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月9日（月） 9:10～17:10 受講料 6,000円  



- 34 -

中 沖 隆 彦
藤 原 ■ 学
富 崎 欣 也
内 田 欣 吾

受講対象者 中・高教諭（理科）

講 習 内 容 近年、環境に関する話題が社会的に大きく取り上げられることが多い。
石油資源、レジ袋や海洋マイクロプラスチック問題、二酸化炭素による
地球温暖化など、化学が関与する環境問題も多数存在する。化学が社会
に対してできること、また解決に向けた最新の研究成果を化学的な視点
から解説する。また最近の生物を模倣した科学についても講義します。

備 考 ・筆記用具を必ずご持参ください。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K07 環境に配慮した最新の応用化学

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月9日（月） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

山 岸 義 和

受講対象者 中・高教諭（数学）

講 習 内 容 タイル張り（多角形を貼り合わせてできる模様）や、グラフ（点と点を線
で結びつけてできる図形）は、比較的新しい数学の分野です。言葉だけで
は表現しにくく、実際にいろいろ試してみる面白さがあります。この講
習では、単純な要素から複雑な構造が形成されていく新しい数学の世界を、
いろいろな例や問題を交じえて体感していただきます。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験
実技考査

講習
No. K08 タイル張りとグラフの数学探究

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月9日（月） 9:10～17:10 受講料 6,000円  
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塩■尻■かおり
別 役 重 之

受講対象者 中・高教諭（理科）

講 習 内 容 現代生物学では、分子レベルでの生命の仕組みから個体間相互作用まで、
広範な視点から生命現象を理解できるようになっている。本講習では、
身近な植物や昆虫に焦点を当て、ミクロな視点（遺伝学）からマクロな視
点（生態学）に渡って、植物や昆虫が持つ巧妙な仕組みに関していくつか
の話題を提供する。また、植物や昆虫が持つ能力の利用についても紹介
する。講義後は、植物のホメオティック変異体の観察や昆虫の行動観察を
行う。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K09 遺伝子から個体、そして生態系へ

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月9日（月） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

楠 隆
上■田■由喜子

受講対象者 全教員

講 習 内 容 学校における食と栄養の観点から以下の2つのテーマを取り上げ、解説する。
①食とアレルギーについて食物アレルギーに対しては、近年安全に摂取で
きる範囲から少しずつ増量することで脱感作状態を誘導し、さらには完
全緩解を目指す治療法（いわゆる経口免疫療法）が注目されているが、リ
スクも存在する。本講義では、食物アレルギーに対する治療の現状、誘
発時の対処方法、さらには食を介したアレルギー予防の可能性について、
最新の知見を紹介する。②スポーツ栄養と食育について高校生のスポーツ
栄養マネジメントの実践事例を取り上げ、成長期におけるスポーツ栄養
教育の手立てについて講義する。また、Nudge理論や行動科学理論をま
じえて、行動変容につなげる教育プログラムや教材について講義・演習
を行う。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭・養護教諭・栄養教諭 筆記試験

講習
No. K10 学校における食の話題

（アレルギー及びスポーツ栄養の観点から）

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月9日（月） 9:10～17:10 受講料 6,000円  
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斎 藤 文 彦

受講対象者 中・高教諭

講 習 内 容 異文化理解とは一体なんであろうか？恐らくこの問いが最も当てはまる
地域がサハラ以南のアフリカである。多くの日本人はアフリカと聞くと
いまだに、貧困、紛争、野生動物、ジャングル、などと答える。これら
の答えはわれわれのステレオタイプを反映していると思われる。では実
際のアフリカとはどんなところなのであろうか？　担当者の長年のアフ
リカとの関わりを元に、日本とアフリカとの結びつきの今と昔を考える
ことは、単に異国情緒を楽しむこと以上に、今日のグローバル化する社
会での異文化理解の可能性と難しさを理解することにつながる。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

25 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K12 アフリカと日本

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月10日（火） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

滋 野 哲 秀

受講対象者 小・中・高・特支教諭（理科）

講 習 内 容 学習指導要領における指導計画の作成については、単元など内容や時間
のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、児童
生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすることが求めら
れている。また、ICTの活用も重要な点である。本講座では、理科の学
習過程の特質を踏まえ見通しをもって観察、実験を行うことなど科学的
に探究する学習活動の充実を図る指導計画をどのように作成すればいい
のかを受講者とともに考える。特に、子どもたちにとって興味・関心が
高いにもかかわらず実験や観察が難しい天体分野における事例を取り上
げる。また、この単元が持つ特有の学習内容を科学的に探究する指導計
画は、継続的な観察や季節を変えての定点観測が重要であり、そうした
点を重視しながら、ICTの活用も含めた指導計画の作成を考えたい。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K11 児童生徒の興味を引き出す理科

（天体分野の指導法と教材）

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月10日（火） 9:10～17:10 受講料 6,000円  



- 37 -

山 岸 義 和
堀 部 和 経

受講対象者 中・高教諭（数学、理科）

講 習 内 容 江戸期、和算は老若男女に広く親しまれ、西洋数学とは独立して発展を
遂げました。本講習では、いくつかの数学の問題について、素朴で簡明
な解法を示し、その歴史的な背景を学びます。また、江戸期の数学問題
のひとつにある30球の立体模型をビーズ編みで実際に製作します。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験
実技考査

講習
No. K13 江戸期の数学を授業に生かす

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月10日（火） 9:10～17:10 受講料 6,000円  

中 島 ■ 健

受講対象者 小・中・高・特支教諭

講 習 内 容 多くの命や財産を奪う地震、火山、台風、豪雨、洪水、斜面崩壊などの
自然災害は、年々巨大化・頻発化しているように見える。しかしそれら
は地球が誕生して以来止むことなく活動していることの証拠であり、現
在の科学・技術をもってしても人間の手でゼロにすることはできない。
そのことを前提にして考えたとき、教員にできることは何だろうか。そ
のヒントを、地球の活動が造りだした自然景観や、その中で日々営まれ
ている生活の中に受け継がれてきた先人の智恵の中に見出し、また自然
災害と防災・減災に関わるモデル実験とカードゲームを通して、自然災害
への向き合い方を次世代に授業の中でどう伝えていけばよいか考える。

備 考 ・工作用のハサミをご持参ください。
・小麦粉を用いた実験を行います。アレルギーのある方はご留意ください。

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

20 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K14 暮らしの中で災害を科学する

～防災・減災のために～

会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月10日（火） 9:10～17:10 受講料 6,000円  



- 38 -

中 田 裕 子

受講対象者 中・高教諭（社会、地理歴史）

講 習 内 容 古代より中央アジアは様々な文化を持つ国が興亡し、文字通り「文明の十
字路」と呼ばれる地域であった。とりわけ、この地域を結ぶ交易路は、物
資の運搬や文化の伝播などの面から常に重要視されてきた。ヨーロッパに
この道を通って絹がもたらされたことから、19世紀になり「シルクロード」
と名付けられることになる。これまで、この「シルクロード」は東西を結
ぶ交易路が前提とされてきたが、近年になって様々な出土史料が新たに発
見され、遊牧民の歴史が明らかにされるにつれて、遊牧民とオアシス定
住民を結ぶ南北のルートも重要であったことが明らかになってきた。また、
このシルクロードを通過して、さまざまな文化が東西へと拡大していくが、
日本へも大きな影響を与えた。本講習ではシルクロードの成立過程と日
本への文化の伝播を考えていきたい。

    

定　員 時間数 履修認定対象職種 試験方法 担当講師

30 名 6時間 教諭 筆記試験

講習
No. K15 シルクロード文化の東漸と

日本への影響
会　場

瀬田学舎
（大津市）選択

日　時 8月10日（火） 9:10～17:10 受講料 6,000円  
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受講について

受講にあたって
1. 出欠確認について
①受講票に記載のある総合受付にお越しいただき、受付をお済ませください。
②…本講習の受講および修了認定試験時には本人確認の必要があります。受講の際には必ず受講票および本人確認…
できる書類（運転免許証・パスポート・保険証等）を持参し、受付にご提示ください。

③…受講票を忘れられた場合は、当日事務局にて再発行いたしますので、講習開始時間までに本人確認できるものを
持参のうえ、総合受付までお越しください。ただし、時間を要しますのでご注意ください。

2. 遅刻・欠席等について
①原則として、遅刻・欠席は認められません。
※…遅刻は台風等の天候上の理由、公の交通機関の遅延等の正当な理由がなければ認められません。ただし、その場合でも、

15分以上の遅刻、あるいは早退された場合には、欠席と判断され、修了認定試験が受けられなくなる可能性があります。
※…講習の一部あるいは全部を欠席された場合は、修了認定試験が受けられません。
②修了認定試験を欠席した場合は、理由の如何に関わらず追試をはじめとする代替措置は行いません。

障がいをお持ちの方の受講について
　障がいをお持ちの方の受講については、個別にご相談に応じます。申し込み前に教員免許状更新講習事務局にご連
絡いただきますようお願いいたします。

講習の中止等について
　自然災害（台風等）や交通機関の不通等により、やむを得ず講習を中止する場合は、本学ホームページにてお知らせ
いたします。また、講習の実施が危ぶまれる可能性が出てきた段階で、本学ホームページにて講習実施についての情報
を掲載します。必修領域および選択必修領域を代替日にて実施する場合も本学ホームページに掲載します。

個人情報保護について
　本学は、個人情報の取り扱いを定めた法令等を遵守し、皆さまから取得した個人情報については、以下の目的に則し
て利用するとともに、本学が教育機関としての社会的責任を果たすため、個人情報の適正な保護に努めます。

〈利用目的〉　①各種講習関連書類等の送付物発送　②受講料納入　③講習運営　④各種統計・調査
　　　　　　⑤大学評価　等
※…上記目的に定める業務を遂行するにあたり、外部業者に対して業務委託し、お知らせいただいた個人情報の全部ま
たは一部を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。

　…なお、委託業者への個人情報の提供を行う場合は、法令に則った安全管理措置を講じ、必要かつ適切な監督を行い
ます。

※個人情報保護の観点から、講師や他の受講生の連絡先等のお問い合わせにはお応えできませんので、ご了承ください。
※本学における個人情報保護への取り組みの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
　https://www.ryukoku.ac.jp/privacy.html

受講上の注意
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．

9．
10.

受講については、申込者本人のみとなっております。代理受講はできません。
配付資料はひとり一部ずつお取りください。
事務局等でのコピーサービスは行っておりません。
受講中の録音・録画および写真撮影は必ず講師の指示にしたがってください。
キャンパス内は禁煙です。指定された場所以外での喫煙はご遠慮ください。
貴重品は各自の責任において管理してください。万が一盗難その他の事故がありましても、本学は責任を負いかねます。
教室内は冷房がつきますので、厚めの上着を持参いただくなど、温度調節ができる服装でお越しください。
昼食は学生食堂・大学生協をご利用いただけます。また、昼食を持参された場合は、教室をご利用いただけます。

（実習室等は除きます。）なお、学生の昼休みと重なりますので、なるべく昼食をご持参ください。
一部の講習では、講習開始後に係の者が出欠状況の確認に入室することがあります。
深草学舎・大宮学舎につきましては、駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。
瀬田学舎につきましては、駐車場はございますが、スペースが限られているため、お車で来校頂いた際に、入校…
出来ない場合がございます。瀬田学舎につきましても、なるべく公共交通機関のご利用を願います。
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電話やFAXでの申し込みはできますか？
できません。全講習Webからの申し込みのみとなっております。（P．4参照）

パソコンやプリンターを持っていません。どうしたらいいですか？
申し込みにはパソコンとプリンターが必要です。職場等のインターネット環境のあるパソコンからお申し込
みをお願いします。更新講習事務局にて、代わりにプリンター出力は行いません。

スマートフォンやタブレット、携帯電話から申し込みはできますか？
できません。確実性が損なわれるため、必ずパソコンからお申し込みください。

小学校の教員です。中学校・高等学校英語教員向けの講習を受講しても履修認定してもらえますか？
「対象校種」・「主な教科」については、それ以外の校種・教科以外であっても認定に影響はありません。
ただし、前提知識が必要な場合もあります。

一度登録した登録情報（住所等）が誤っていることに気付きました。
事務局で修正することは出来ません。更新講習の登録画面から修正をお願いいたします。（P．11参照）

昨年度取得したID・パスワードは使用できますか？
使用できます。なお、一度利用者登録された方が二重に利用者登録をすることはできません。
また、昨年度取得したID・パスワードを失念された場合は、更新講習事務局までお電話ください。

申込を行いましたがメールが届きません。なぜでしょうか？
まず、登録していただいたメールアドレスに誤りがないか確認してください。誤りがあった場合は、速やかに
メールアドレスを変更していただき、更新講習事務局まで、お電話ください。
メールアドレスに誤りがない場合は、メールの受信拒否設定などを一度ご確認ください。

申込を行ったのですが、キャンセルする場合はどのような手続きが必要ですか？
キャンセルにつきましては、電話のみでの受付となりますので更新講習事務局まで、お電話ください。（P.3参照）
必修領域および選択必修領域が代替日に実施となった場合の受講辞退（キャンセル）についてはP.16を
参照してください。

キャンセル待ちで登録しました。この後はどうしたらいいですか？
空席が出た場合、キャンセル待ちで登録されている方全員にメールで連絡いたします。メール受信後、申し
込みを希望される場合は、再度、申込手続きを行ってください。なお、再度、先着順となります。

受講料の振込みをしたのですが、ステータスが「入金済」になりません。
ステータスは自動更新ではありません。事務局にて入金および必要書類提出完了の確認ができ次第、順
次更新いたしますので、更新まで日数がかかる場合があります。

現在、勤務校がありません。受講対象者証明はどのようにしたらいいですか？
勤務予定校又は直近で勤務された学校、もしくは教育委員会で証明を受けてください。

車・バイクで行くことは可能ですか？
深草学舎・大宮学舎につきましては、駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。
瀬田学舎につきましては、駐車場はございますが、スペースが限られているため、お車で来校頂いた際に、
入校出来ない場合がございます。瀬田学舎につきましても、なるべく公共交通機関のご利用を願います。
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A
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A
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A
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A
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A
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A

Q11
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●JR東海道線・近鉄京都線「京都」駅下車、北西へ徒歩約10分（市バス約3分）
●JR山陰本線（嵯峨野線）「梅小路京都西」駅下車、北東へ徒歩約10分
●京阪本線「七条」駅下車、西へ徒歩約２０分
●阪急京都本線「大宮」駅下車、南へ徒歩約２０分（市バス約５分）
■最寄りのバス停：市バス 七条大宮・京都水族館前

●JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩約８分
●京阪本線「龍谷大前深草」駅下車、西へ徒歩約３分
●京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩約10分
■最寄りのバス停：市バス 龍谷大学前

●JR琵琶湖線「瀬田」駅下車、帝産バス約8分
●JR琵琶湖線「大津」駅下車、近江鉄道バス約20分
●京阪本線「中書島」駅下車、京阪京都バス約30分
■最寄りのバス停：帝産バス 龍谷大学（キャンパス内）
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大津市瀬田大江町横谷1-5

■大阪・神戸・名古屋・奈良方面

■湖北方面

新快速 42分

新快速 69分 JR琵琶湖線2分
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■大阪・神戸・名古屋・奈良方面
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文学部（3・4年生）
大学院（文学・実践真宗学研究科）

文学部（1・2年生）／経済学部／
経営学部／法学部／政策学部／
国際学部
短期大学部
留学生別科
大学院

（法学・経済学・経営学・政策学・
国際学研究科）

先端理工学部／社会学部／農学部
大学院

（社会学・理工学・農学研究科）



受付時間：月～金 9：00～17：00（火曜日10：45～17：00）
※土曜日・日曜日・祝日及び大学で定める業務休止日は受付業務は行っておりません。

〒612-8577　京都市伏見区深草塚本町67
TEL：075-283-0143
Ｅ-mail：menkyo@ad.ryukoku.ac.jp

龍谷大学 教学部
教員免許状更新講習事務局

www.ryukoku.ac.jp


