
開設者名 講習の名称 講習の開催地 時間数 受講料

福山平成大学
【必修】時代をリードする教師の専門性
（主として小・中・高・特・養護教諭）

広島県福山市 6時間 6,000円

福山平成大学
【必修】教育の最新事情-幼児期の発達と
教育－

広島県福山市 6時間 6,000円

免許職種，教科等

福山平成大学 【選択必修】進路指導及びキャリア教育
進路指導及びキャリア
教育

広島県福山市 6時間 特定しない
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

令03-30539-301607号

福山平成大学 【選択必修】新しい道徳教育 道徳教育 広島県福山市 6時間 特定しない
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

令03-30539-301608号

2021(令和3)年度 福山平成大学 免許状更新講習一覧表

【必修領域】

講習の概要 担当講師 講習の期間 受講人数 受講者募集期間 認定番号

　主として小学校教諭，中学校教諭，高等学校教諭，特別支援学校
教諭並びに養護教諭を対象に，子どもと学校を取り巻く教育環境の
変化や新しい動向に対応するため，国内外の教育動向と教育政策，
子ども観・教育観の省察，子どもの発達と生活，特別支援教育に関
する最新の知識を講述し，教師としてのさらなる資質・能力の向上
をめざします。そして，このことを通して，変化の激しい時代を
リードする教師の専門性を探究します。

川島　範章（福祉健康学部教授）
矢野川　祥典（福祉健康学部講師）

令和3年8月9日 40人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

令03-30539-100695号

講習の開催地 時間数 講習の期間
主な受講対象者

　幼児教育の最新事情について，教育学や心理学の成果及び近年の
教育改革の動向を紹介する。具体的には国の教育政策や世界の教育
の動向，教員としての子ども観・教育観等についての省察，子ども
の発達に関する脳科学，心理学等における最新の知見，子どもの生
活の変化を踏まえた課題(特別支援教育に関するものを含む)につい
て講義を行う。

小野　順子(福祉健康学部准教授） 令和3年8月7日 40人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

令03-30539-100696号

受講者募集期間 認定番号
学校種 職務経験等

【選択必修領域】

開設者名 講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師

令和3年8月20日
小学校
中学校

高等学校
特定しない 6,000円

受講料 受講人数

24人

　この講習では，特別の教科「道徳」を含め，学校教育で道徳教育
を効果的に実践する視座を提供します。具体的には，これまでの学
校教育における道徳教育の変遷を押さえつつ，｢考え議論する道徳｣
を実践していくために哲学対話の方法を紹介します。

上村　　崇(福祉健康学部教授) 令和3年8月12日

幼稚園
小学校
中学校

高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 30人

　この講習では，生徒が自らの生き方を考え，進路選択ができるよ
うになるための進路指導とキャリアに関する理解を深め，進路面談
のスキルを高めることを目的とします。また，キャリア教育と親和
性の高いと考えられるアクティブラーニングも視野に入れ，キャリ
ア教育のあり方を再確認します。

小玉　一樹(経営学部教授)



開設者名 講習の名称 講習の開催地 時間数 対象職種 受講料 認定番号

福山平成大学 【選択】経営の最新事情を学ぶＡ 広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506642号

福山平成大学 【選択】経営の最新事情を学ぶB 広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506643号

福山平成大学 【選択】経営の最新事情を学ぶC 広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506644号

福山平成大学 【選択】心と体の健康づくり 広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506645号

福山平成大学 【選択】幼稚園教諭のための造形表現 広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506646号

福山平成大学
【選択】言葉の力を育む国語科授業の構
想

広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506647号

【選択領域】

講習の概要 担当講師 講習の期間 主な受講対象者 受講人数 受講者募集期間

　本講習では，激変する経済・社会環境の下で，企業が直面してい
る経営上の課題・問題点・最新事情等について学びます。
　具体的には，次の４項目を扱います。
①　会計基準の国際的統合化の動向
②　ESG(環境・社会・ガバナンス)と非財務情報の開示
③　マーケティング思考の可能性について
④　日本企業のマーケティング課題：情報通信技術の発展を中心に
して
　本講習は，商学に関する理論に基づいた知識を習得するととも
に，商業教育に関する幅広い教養を養い，教科指導力の向上に資す
ることを目的とします。

芝田　全弘(経営学部教授)
渡邉　正樹(経営学部講師)
宗像　智仁(経営学部講師)
兎内　祥子(経営学部助教)

令和3年8月24日 高等学校商業科教諭向け 10人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　本講習では，激変する経済・社会環境の下で，企業が直面してい
る経営上の課題・問題点・最新事情等について学びます。
　具体的には，次の４項目を扱います。
①　キャリアマネジメント
②　労働者の心の健康と組織の成果
③　アントレプレナーシップと経営倫理
④　国際経営戦略－トヨタ自動車のケース－
　本講習は，経営学に関する理論に基づいた知識を習得するととも
に，商業科教育に関する幅広い教養を養い，教科指導力の向上に資
することを目的とします。

小玉　一樹(経営学部教授)
江口　圭一(経営学部教授)
堀越　昌和(経営学部教授)
岩本　敏裕(経営学部講師)

令和3年8月25日 高等学校商業科教諭向け 10人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　経営学は，主に企業がヒト・モノ・カネ・情報という4つの経営
資源をいかに活用しているのかを研究する学問領域です。
　本講習では，4つの経営資源のうちの「情報」の部分を扱いま
す。
　具体的には，次の2項目を扱います。
①　経済や経営で使われる統計手法
②　企業における情報システム
　本講習は，情報に関する理論に基づいた知識および情報処理・分
析の手法を習得するとともに，商業科教育に関する幅広い教養を養
い，教科指導力の向上に資することを目的とします。

福井　正康(経営学部教授)
尾崎　　 誠(経営学部准教授)

令和3年8月26日 高等学校商業科教諭向け 10人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　本講習では①現代社会の子どもを取り巻く健康課題(演習)と，②
運動遊び(実習)の２つをテーマにして講習を行う。「現代社会の子
どもを取り巻く健康課題」では，最新の知見に基づいた健康に関す
る専門的知識を修得するとともに，心身の成長発達段階にある子ど
もの健康的な生活習慣形成のための対応策について演習を行う。ま
た，「運動遊び」では，様々な運動遊びの種類を習得するとともに
指導の方法・技術の獲得をめざす。

永井　純子(福祉健康学部教授) 令和3年8月24日
幼稚園教諭・小学校教諭
向け

30人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　造形的な表現を幼児教育の軸として展開しているレッジョ・エミ
リア・アプローチのプロジェクトを紹介し，実践を試みる。プロ
ジェクトとは，子どもたちが興味を持った出来事，発した言葉や発
想などがテーマとなって始まるものであるが，講習では，あらかじ
め講師が決めたテーマに沿って造形活動を展開し，子どもの生活や
遊びについてイメージを豊かにする造形活動の展開に必要となる知
識や技術について理解を深める。

佐伯　岳春(福祉健康学部講師) 令和3年8月10日 幼稚園教諭向け 10人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　本講義は，前半で国語科に関する学習指導要領改訂の歴史を俯瞰
し，どのような経緯を経て現在に至っているのかを学ぶ。後半は言
葉の力を育成するための「読むこと」と「書くこと」の連関性につ
いて，物語教材を中心に理論的・体験的な学びを進めて行く。

三藤　恭弘(福祉健康学部教授) 令和3年8月31日 小学校教諭向け 30人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日



開設者名 講習の名称 講習の開催地 時間数 対象職種 受講料 認定番号講習の概要 担当講師 講習の期間 主な受講対象者 受講人数 受講者募集期間

福山平成大学
【選択】生活科を核にした連携教育のあ
り方

広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506648号

福山平成大学
【選択】小学校学級担任のための英語指
導法

広島県福山市 6時間 教諭 6,000円 令03-30539-506649号

福山平成大学
【選択】身体教育の再構築-理論と実践か
らのアプローチ-

広島県福山市 18時間 教諭 18,000円 令03-30539-506650号

福山平成大学
【選択】養護教諭における理論と実践か
らのアプローチ

広島県福山市 18時間 養護教諭 18,000円 令03-30539-506651号

　2020年度より小学校で新学習指導要領がスタートしました。本
講座は，今回の改訂のポイントの一つとして挙げられている｢学校段
階間の円滑な接続や教科等の横断的な学習の重視｣の核となる生活科
の理念・内容や小学校入学当初における｢スタートカリキュラム｣の
充実について，実践に生かせるようにワークショップや具体例を通
して理解を深めます。

足立　登志也(福祉健康学部准教授) 令和3年8月19日 小学校教諭向け 20人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　本講座は，小学校学級担任が新学習指導要領に則り，見通しを
もって英語の授業づくりができるようになることを主な目的とす
る。外国語活動と教科外国語における，インプットからアウトプッ
トへ，音声から文字へという指導の流れを確認し，挨拶・ウォーム
アップ・導入・展開・発展・振り返りという一連の活動を効果的に
実践できるようにする。また，英語の発音に対しての不安を軽減す
るために，発音・スピーキング演習を行う。

田辺　尚子(福祉健康学部教授) 令和3年8月18日 小学校教諭向け 30人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　体育は“からだ”と”スポーツ文化”に関する多様な学問から構
成された応用科学である。これまで体育教師が“からだ”や”ス
ポーツ文化”をどのように理解し実践してきたかによって授業の仕
方は多様に変化する。本講では，中学校及び高等学校における保健
体育科教育の領域を，「スポーツ科学」，「教育学」，「健康科
学」に分割し，各系統毎に最新の仮説にもとづいた“からだ”の検
証・実証・調査データを公開・紹介する。

石橋 　　勇(福祉健康学部教授)
磨井　祥夫(福祉健康学部教授)
入澤　雅典(福祉健康学部教授)
中村　雅子(福祉健康学部教授)
松田　　 広(福祉健康学部教授)
森澤　 　桂(福祉健康学部教授)
三宅　幸信(福祉健康学部准教授)
高本　健彦(福祉健康学部准教授)
若井　研治(福祉健康学部講師)
藤本　太陽(福祉健康学部講師)

令和3年8月6日～
令和3年8月8日

中学校・高等学校保健体
育科教諭向け

15人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日

　子どもの多様化した現代的な健康課題を解決するために，学校に
おいてはより専門的な視点での取組が求められている。そのために
は学校，家庭，地域社会の連携が必要となる。養護教諭は学校保健
活動の推進に当たり中核的な役割であり，健康課題解決においては
学校内や，医療機関や福祉関係者等の地域の関係機関との連携を推
進するコーディネーターの役割を求められている。本講ではそれら
の連携の基礎となる，「看護」「福祉」「情報処理」「スポーツ科
学」「心理」「倫理」等幅広い分野の，各系統ごとの最新の情報を
公開・紹介する。

福井　正康(経営学部教授)
石橋　 　勇(福祉健康学部教授)
上村　　 崇(福祉健康学部教授)
中村　雅子(福祉健康学部教授)
木宮　高代(看護学部教授)
岡　　 和子(看護学部教授)
後藤　満津子(看護学部教授)
三宅　幸信(福祉健康学部准教授)
平川　幹子(看護学部講師)
木場　しのぶ(看護学部講師)
藤本　太陽(福祉健康学部講師)

令和3年8月16日～
令和3年8月18日

養護教諭向け 10人
令和3年6月10日～
令和3年6月30日


