
 
 

2020 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１８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  

9:20～9:30 オリエンテーション 

髙山 有紀 

福島 秀起 

成田 小百合 

渡邊 哲也 

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】 

◆８月１７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 Ａ３１ 

9:30～10:30 子どもの貧困につ

いて 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１７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 

根岸 泰子 ＰＣ教室 

9:30～10:30 初めてのプログラミ

ング『スクラッチジュ

ニア』 

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】  

◆８月１９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  

※聖書（お持ちの方） 

短大にて貸出し可能 

9:20～9:30 オリエンテーション 

渡邊 哲也 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１９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  

新校舎 

 

 

 

※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 

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１９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  

9:20～9:30 オリエンテーション 

小菅 ゆみ Ａ３１ 

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２０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 ※体育館履き、動きや

すい服装、飲み物 

※妊娠中の方や体調が

優れない方は受講をお

控え下さい。 

9:20～9:30 オリエンテーション 

山田 一典 

G１１ 

体育館 （新校

舎） 

9:30～10:30 科学的根拠に基づ

いた子どもの運動

あそび 

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（木）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 ※室内履き（短大にて貸

出しも可能） 

※ハサミ 

※希望する楽曲がある

場合は楽譜 

9:20～9:30 オリエンテーション 

櫻井 剛 

澤田 まゆみ 

保育実習室 

音楽室 

9:30～10:30 子どもの造形とピ

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（木）対象：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 

野口 聡 PC 教室 

9:30～10:30 教育の情報化の最

新事情 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（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 ※室内履き（短大にて貸

出しも可能） 

 

9:20～9:30 オリエンテーション 

澤田 まゆみ 
新校舎 

音楽室 

9:30～10:30 子どもと歌う活動と

その実践 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（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 ※水性サインペン、色鉛

筆又はクーピー、ハサミ 

 

9:20～9:30 オリエンテーション 

増田 泉 Ａ３１ 

9:30～10:30 幼小連携指導のた

めの国語科教材研

究 －小学校「読む

こと」につなげる絵

本・昔話の読み聞か

せ－ 

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 

 


