
 

 

2018年度 新島学園短期大学 教員免許状更新講習 講習日程一覧 

 

【必修講習】  

◆８月１７日（金） 対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

9:20～9:30 オリエンテーション 

高山有紀教授 

福島秀起教授 

成田小百合准教授 

渡邊哲也教授 

G１１ 

9:30～10:30 最新の教育事情Ⅰ 

10:40～12:10 最新の教育事情Ⅱ 

13:10～14:40 最新の教育事情Ⅲ 

14:50～15:50 最新の教育事情Ⅳ 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

 

【選択必修講習】２講習(いずれか選択) 

◆８月１６日（木）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※辞書（紙・電子いずれ

も可） 

9:20～9:30 オリエンテーション 

小林俊哉教授 

前田浩教授 

Maher, Richard A.専

任講師 

G１１ 

9:30～10:30 
Teaching English to 

Young Learners Ⅰ 

10:40～11:40 Teaching English to 

Young Learners Ⅱ 12:40～13:40 

13:45～14:45 Teaching English to 

Young Learners Ⅲ 14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月１６日（木）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

9:20～9:30 オリエンテーション 

八幡眞由美准教授 

小菅ゆみ専任講師 
G２１ 

9:30～10:30 子どもの貧困と心

のバリアフリー 10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

 

 

 

 



 

 

【選択講習】 全８講習から選択（各日１講習） 

◆８月１５日（水）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  

箕郷文化会館 

 

 

 

※動きやすい服装、飲

み物、スポーツタオル数

枚、着替え、筆記用具、

保険証、常備薬、太鼓

バチ（お持ちの方） 

9:20～9:30 オリエンテーション 

福島秀起教授 

9:30～10:30 和太鼓実技講座 

10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２０日（月）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※受講を希望する楽譜 9:20～9:30 オリエンテーション 

澤田まゆみ教授 音楽室 

9:30～10:30 ピアノ伴奏実技講

座 10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２０日（月）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

9:20～9:30 オリエンテーション 

小菅ゆみ専任講師 G２１ 

9:30～10:30 子どものうちに身に

つけたい自己表現 10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２１日（火）対象：幼・小   

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※聖書 9:20～9:30 オリエンテーション 

渡邊哲也教授 保育実習室 

9:30～10:30 キリスト教保育 

10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 



 

 

◆８月２１日（火）対象：幼 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※好きな絵本または物

語 1冊 

製作をするため色鉛

筆、マジックペン、のり、

セロテープ、はさみ、（汚

れる可能性があるため）

エプロン等 

9:20～9:30 オリエンテーション 

八幡眞由美准教授 G２１ 

9:30～10:30 子どもの言葉を育

てる保育 10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２１日（火）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※体育館履き、動きや

すい服装（マット運動を

行います）、飲み物 

9:20～9:30 オリエンテーション 

清水洋生専任講師 
G１１ 

体育館 

9:30～10:30 運動（スポーツ）外

傷の対応と器械運

動の指導 

10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２２日（水）対象：幼 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※汚れても良い服装 9:20～9:30 オリエンテーション 

櫻井剛准教授 保育実習室 

9:30～10:30 幼児の造形表現 

10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 

◆８月２２日（水）対象：幼・小 

時 間 講習名等 担当講師 場所 持参物等 

8:50～9:10 受付  ｸﾞﾚｰｽﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ  

※鉛筆 Bまたは２B 9:20～9:30 オリエンテーション 

増田泉専任講師 G１１ 

9:30～10:30 国語科教材研究―

論理的文章の読み

方・書き方― 

10:40～12:10 

13:10～14:40 

14:50～15:50 

16:00～16:50 修了認定試験 

16:50～17:00 アンケート 

 


