2021 年度 島根県立大学

教員免許状更新講習のご案内
島根県立大学は、松江・出雲・浜田の 3 キャンパスで必修領域 3 講習、
選択必修領域 5 講習、選択領域 24 講習の対面講習を開催します。
受講対象者であることを確認の上、以下の手順でお申し込みください。
①仮申込み

申込期間：4 月 16 日（金）～ 各講習の開催日 1 ヵ月前

受講希望者は、本学ホームページ「2021 年度教員免許状更新講習のご案内」
（https://www.u-shimane.ac.jp/foundation/center/kyoshokucenter/0001.html）
又は、右の QR コードから、「2021 年度島根県立大学教員免許状更新講習＜受講仮申込＞」入力
フォーム（https://forms.office.com/r/mgd48SYFxS）にアクセスし、必要事項（氏名、メール
アドレス、電話番号等）を入力してください。※PC 受信のできるメールアドレスを登録してください。

②申込書類提出
仮申込みの受付後に本学松江キャンパス教職センター（m-kyoshoku@u-shimane.ac.jp）から入力いただいた
メールアドレス宛に、正式手続きのための申込用紙一式をお送りします。
メールに添付されている正式申込書類を案内に沿ってご記入・ご押印のうえ、本学【松江キャンパス教職センター】まで
郵送・持参のいずれかでご提出ください。審査には時間を要しますので、メール受信後はお早めにご提出いただきますよう
お願いします。
なお、仮申込みより 1 週間経過しても正式申込に関わるメールが届かない場合は、お問い合わせください。
（定員に達している場合であっても、その旨を伝えるメールを送信します。）

③受講料振込
審査を通過した方へは、受講料の振込方法と期限をお知らせします。
メールに記載されている期限までに受講料を振り込んでください。（1 講習 6,000 円）
振込の際は、「受講者本人の氏名」に続けて振込案内メール記載の「受講者番号」を入力してください。

④受講決定
受講料振込の確認ができ次第、受講決定通知のメールを送信します。
受講決定通知メールを受信したら申込手続は完了です。
振込から２週間以上経過してもメールが無い場合は、お手数ですがお問い合わせください。
※受講決定通知は、講習当日の受付時にご提示していただきますので、削除しないよう大切に保管してください。

⑤講習案内
講習日１週間前までに講習の詳細をメールで送信します。ご不明な点等ありましたら事前にお問い合わせください。
※本学の HP を必ずご確認いただいてからお申し込みください。
※申込書をご提出いただいた後のキャンセルは必ずご連絡ください。
※申込者が５名未満の講習は不開講となりますのでご了承ください。

講習一覧は中面をご覧ください。

島根県立大学 松江キャンパス教職センター
ADDRESS：〒690-0044 島根県松江市浜乃木 7-24-2
TEL：0852-20-0264
MAIL：m-kyoshoku@u-shimane.ac.jp
HP：http://u-shimane.ac.jp/foundation/center/kyoshokucenter

申込・受講にあたっての注意事項
受講定員について
基本的に、受講定員に達した時点で受付終了となり、それ以降はキャンセル待ちとして受け付けます。申込状況により定員
枠を広げる場合もあります。なお、申込者が 5 名未満の講習は不開講とさせていただきます。

連絡先について
申込書提出後、連絡先に変更があった場合は必ず本学松江キャンパス教職センターまでお知らせください。
受講のキャンセルについて
●申込書を提出したあとにキャンセルする場合は、必ず電話かメールでお知らせください。
●申込完了後（受講料振込後）にキャンセルする場合は、お早めに電話かメールでお知らせください。
早い段階でご連絡いただけましたら、受講料返還手続きについての案内及び「受講料返還請求書」をメールで送信しま
す。講習日の 5 営業日前までに「受講料返還請求書」の提出があれば受講料を返還いたします。
※事前にキャンセルのご連絡をいただいても、講習日の 5 営業日前までに「受講料返還請求書」提出の確認ができない場
合は、『島根県立大学教員免許状更新講習に関する規定第 9 条 3 項』により受講料返還はいたしませんのでご注意く
ださい。

講習の遅刻・早退について
原則認めませんのでご注意ください。
公共交通機関の利用や交通事情等によるやむを得ない理由がある場合は、お早めにご連絡ください。
受講後の流れについて
●講習後 2 カ月以内に、申込書にご記入いただいた住所へ「履修（もしくは修了）証明書」を発送します。本学で開講月
が異なる複数の講習を受講いただいた場合は、開講月ごとに分けて発行することとなります。発送した際には、発送をお
知らせするメールを送信します。メールを受信してから 2 週間経過しても証明書が届かない場合は、お手数ですが本学教
職センターまでお問い合わせください。また、更新の手続きには、必修領域 6 時間+選択必修領域 6 時間+選択領域
18 時間の計 30 時間分の証明書が必要です。大切に保管してください。
※認定修了試験の成績開示はいたしませんので、ご了承ください。
●履修（もしくは修了）証明書を受け取った後は、各自「更新講習修了確認（旧免許状の場合）」又は「有効期間の
更新（新免許状の場合）」の手続きが必要です。現職教員の方はお勤めの学校の所在する都道府県教育委員会、
現職教員でない方はお住いのある都道府県教育委員会が定める申請方法等を確認の上、必ず期限までに手続きを行
ってください。

台風や豪雨等の災害発生時の講習開催について
基本的には開催します。受講者の安全を考慮し、何らかの変更がある場合はできる限り早い段階でメールにてお知らせしま
す。遠方からお越しいただく場合などは、ご自身で身の安全を第一に考えるようにしてください。（キャンセルの連絡はお早め
にお願いします。）

講習時の駐車場利用について
本学の駐車場をご利用いただくことは可能ですが、台数に限りがあります。また、受講者数や学内・学外の他のイベント状況
により余裕がない場合もあります。講習案内メールにて状況をお知らせする予定ですが、ご理解の程よろしくお願いします。な
お、他の施設への駐車、路上への無断駐車等について本学は一切の責任を負いませんので、厳に慎んでいただきますようお
願いいたします。

必修領域

全 3 講習

教育の最新事情A：8月６日（金）松江キャンパス／定員50名／申込期限7月6日
教育の最新事情B：9月25日（土）浜田キャンパス／定員50名／申込期限8月25日
教育の最新事情C：11月13日（土）松江キャンパス／定員50名／申込期限10月13日
「国の教育政策」「世界の教育の動向」「子ども観、教育観等についての省察」「教員に対する社会的要請」「子どもの発
達に関する、脳科学、心理学等の最新知見に基づく内容」「特別支援教育に関する新たな課題（LD、ADHD 等）」「カ
ウンセリングマインドの必要性」等をテーマに、現在必要とされる最新の教育的知見について解説する。
講師：渡辺一弘（短期大学部保育学科教授）・園山繁樹（人間文化学部保育教育学科教授）
時津 啓（人間文化学部保育教育学科教授）・西村健一（人間文化学部保育教育学科准教授）
矢島毅昌（人間文化学部保育教育学科准教授）・内山仁志（人間文化学部保育教育学科准教授）
牧瀬翔麻（人間文化学部保育教育学科講師）

選択必修領域

全 5 講習

教育相談：8月2日（月）浜田キャンパス／定員30名／申込期限7月2日
不登校やいじめなどの教育場面での問題で苦しみ悩んでいる児童生徒たちへの支援には、児童生徒への理解と共感の
ある交流が必要であるが、問題行動を呈していたり気力を無くしていたりする児童生徒たちを理解し共感的なかかわりを持つ
ということは難しい。
本講習では、いじめや不登校などの学校不適応に関する今日的課題やスクールカウンセリングの実際について概説した上
で、悩んでいる児童生徒の架空事例を用いてより良い支援を検討し、児童生徒への理解と共感について学びを進めていく。
本講習では、各自が自分のやり方を振り返ることを大切にしたいので、受講生間の意見交換の場も持ちながら進めていく。
学校種：幼・小・中・高・特支

講師：川中淳子（総合政策学部総合政策学科教授）

保幼小連携を考える：8月3日（火）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月3日
保幼小連携は必要であるとされつつ、実践として改善されにくい内容である。しかし、年々子ども一人ひとりの個人差が大
きくかつ多様になっている現在、幼児期の子どもの姿を踏まえて小学校にどう送り出していくべきか、また小学校教育でも幼
児期の子どもの姿をどう捉え、教育していくべきかを考える必要がある。幼児教育・小学校教育相互の理解を深めるため、
保育所・幼稚園・認定こども園の保育者とともに、小学校教員等にもぜひ参加していただきたい。
学校種：幼・小・特支

講師：小山優子（人間文化学部保育教育学科准教授）

初心者向け 教育におけるICT活用
：8月11日（水）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月11日
ICT 活用教育の現状や課題、情報通信技術（ICT）の動向について解説し、授業づくりにおける初歩的な ICT の活
用について演習を通して学びます。併せて、プログラミング教育や情報モラル教育についても解説し、演習を行います。
学校種：幼・小・中・高・特支

講師：加藤暢恵（短期大学部総合文化学科准教授）

学習指導要領の動向と育成を目指す資質及び能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に
向けた授業改善
：8月12日（木）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月12日
本講習では、この度の学習指導要領の改訂に伴い、その改訂の 5 つのキーワードである①社会に開かれた教育課程、
②資質・能力の育成、③カリキュラム・マネジメント、④主体的・対話的で深い学び、⑤見方・考え方を働かせるについて、概
要を理解することをねらいとする。また、主体的・対話的で深い学びを実現する授業の在り方について、特に総合的な学習、
総合的な探究の時間における授業の在り方について演習を通して理解することをねらいとする。
学校種：幼・小・中・高・特支

講師：高橋泰道（人間文化学部保育教育学科教授）

学校・家庭・地域の連携及び協働
：9月25日（土）松江キャンパス／定員30名／申込期限8月25日
児童の問題に対処する際に必要となる学校と保護者の連携、地域の専門職の連携及び協働に関する知識とスキルを
学ぶ。具体的には、相談場面における保護者とのコミュニケーションスキル、児童虐待関連の理解と対応に関する基本的知
識、児童をめぐる問題に対する組織的対応を中心に解説する。
学校種：幼・小・中・高・特支

選択領域

講師：藤原映久（人間文化学部保育教育学科准教授）

全 24 講習

政治学とシティズンシップ教育：8月3日（火）浜田キャンパス／定員30名／申込期限7月3日
私たちが政治や社会に参画する際の姿勢や役割等について教えるシティズンシップ教育は、金ねん、日本においても
関心が高まっている。本講習では、シティズンシップ教育の内容、政治学とシティズンシップ教育との関連性、シティズン
シップ教育に期待されている役割等について解説する。また、シティズンシップ教育とキャリア教育との関連性についても
解説する。
対象職種：小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教諭
講師：松尾哲也（総合政策学部総合政策学科准教授）

文化資源としての小泉八雲：8月10日（火）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月10日
山陰地方にゆかりの深い作家、小泉八雲の生い立ち・思考・主要作品の形態や特色への理解を深めるとともに、八雲の
作品や「オープン・マインド」な精神性を文化資源として、観光・文化創造など現代社会に活かす意義について理解すること
を目標とする。なかでも、八雲の総体的視点での日本の学校教育への見解や、講師自身が塾長をつとめる、児童の郷土
理解と五感力育成をめざす教育実践「子ども塾―スーパーへるんさん講座」を主要事例とし、作家の精神性を鑑賞対象・
研究対象・顕彰対象を超えて社会へ活かす可能性について考えてみたい。
対象職種：小学校教諭

講師：小泉凡（非常勤講師、小泉八雲記念館館長）

６日 (金)

現代日本の政治：8月11日（水）浜田キャンパス／定員30名／申込期限7月6日
テレビや新聞を見ていても、「政治のことを理解するのは難しい 」と良く言われます。そこでこの講義では、そうした認
識を払拭すべく、「現代の日本政治」について初学者に理解してもらえるように分かりやすく論点を定めて提供しようと
言うのがこの講義の目的です。例えば、選挙があります。選挙はどのように行われるのか、その結果、どのような現象が
生じているのか、こうした点を含めて、広く日本の政治について解説します。
対象職種：小学校・中学校・高等学校教諭

講師：光延忠彦（総合政策学部総合政策学科教授）

保育実践における「遊び」について考える
：8月17日（火）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月17日
幼児教育の中心は、幼児の自発的な活動としての「遊び」である。本講習では、「環境」「発達」の観点から、保育実践
における「遊び」について捉え直し、小学校教育へと繋がっていく乳幼児期の発達にふさわしい環境、保育者の役割について
考えることを目指す。
対象職種：幼稚園・小学校教諭

講師：小林美沙子（短期大学部保育学科講師）

初心者のための小学校ICT活用・プログラミング教育
：8月17日（火）松江キャンパス／定員20名／申込期限7月17日
GIGAスクールの実現に伴い、ICTを活用した授業がこれから一層推進される。そこで、本講座では、これまでICTをあまり
活用してこなかったICT活用初心者の小学校教員に向けて、タブレットや電子黒板等のICT機器をどのように活用していくの
かについて、概要を説明し、実際に体験活動を通して、ICTの活用方法について習得することねらいとする。また、令和2年
度から実施された小学校でのプログラミング教育について、概要を理解し、実際に体験を通して、その授業方法を習得するこ
とをねらいとする。
対象職種：小学校教諭

講師：高橋泰道（人間文化学部保育教育学科教授）

音楽遊びから教科の学びへ―音楽を通して保幼小をつなぐ
：8月18日（水）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月18日
本講習では、音楽教育の視点から保幼小のつながりを実践的に、子どもの音楽的発達を理解しながら学ぶ。実践では、
幼児教育の基本である遊びを通して音楽表現の楽しさや面白さを実感し、音楽あそびから芽生える学びの視点を探り、小
学校の音楽科教育（特に音楽づくりを中心に）へつなぐ考えを探る。また、乳幼児期の音楽する姿や小学校の子どもの音
楽表現の姿も共有し、音楽的発達の視点における乳幼児期・児童期の子どもについて考える。
対象職種：幼稚園・小学校教諭

講師：梶間奈保（人間文化学部保育教育学科准教授）

現代日本文学と「物語」：8月19日（木）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月19日
現代日本文学を題材とし、それらがどのようにパターンとしての「物語」と関わっているかを考えます。まず、言語を使う我々
が、ものごとを認識するうえでいかに「物語」に頼っているのかを確認します。そのうえで、文学作品がどのように「物語」を活用
しているか、作家たちがどのように考えているかを概観し、文学作品を読むことの意義やその価値について考えていきます。
対象職種：小学校・中学校国語・高等学校国語教諭

講師：山根繁樹（短期大学部総合文化学科教授）

幼児教育カリキュラムの特色と教育方法の展開：8月19日（木）松江キャンパス／定員50名
／申込期限7月19日
本講座は、幼稚園教諭・保育士を主たる対象とし、幼児教育カリキュラムの特色と、幼稚園における保育実践を充実さ
せるための教育方法の工夫を学ぶ講座である。講義の詳細は、日本の幼児教育カリキュラムの歴史と特徴、生活と遊びを
主とする保育の考え方、遊びのコミュニケーション的理解の方法、様々な保育教材の活用の方法などである。手遊びや絵本
などは、幼稚園・保育所・認定こども園のみならず、小学校や特別支援学校でも活用できるものを紹介する。
対象職種：幼保型認定こども園・幼稚園・小学校・特別支援学校教諭
講師：小山優子（人間文化学部保育教育学科准教授）

児童・思春期における栄養とこころのケア
：8月19日（木）出雲キャンパス／定員30名／申込期限7月19日
児童・思春期における栄養・食生活の現状と課題、栄養評価の方法について述べます。栄養問題は肥満とやせの二極
化し、その原因は社会構造の変化と共に複雑化しています。これらの課題・背景について、的確に評価・判定する方法を述
べます（名和田）。思春期に起こりやすい摂食障害について医学的観点から概説した上で、行動療法的治療における看
護および心の発達とケアについて述べます(大森）。
対象職種：小学校・中学校教諭、
養護教諭、栄養教諭

講師：名和田淸子（看護栄養学部健康栄養学科教授）
大森眞澄（看護栄養学部看護学科准教授）

「なーんだ、やれそう！」国語科の主体的・対話的で深い学び
：8月20日（金）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月20日
平成２９年３月に告示された新学習指導要領では、全ての教育課程を通じて「主体的・対話的で深い学び」を実現す
ることが求められている。本講習では、国語科において「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりについて学
ぶ。
対象職種：小学校教諭、中学校国語教諭

講師：古賀洋一（人間文化学部地域文化学科准教授）
中井悠加（人間文化学部保育教育学科准教授）

日本人英語教師のための英語発音矯正講座
：8月21日（土）浜田キャンパス／定員30名／申込期限7月21日
日本の英語教師は、教員免許取得の必修科目となっている英語音声学の理論をすでに獲得しているが、実践的な英
語発音の技能を習得することは簡単なことではない。そこで、英語の発音に自信がない日本人英語教師を対象とし、英語
音声学の理論を再確認しながら、日本人にとって難しい母音と子音の発音矯正を行う。また、センテンスの音読を行い、単
語の連結によって生じる音の変化に合わせ、自然に発音できる能力を身につける。アメリカ式の発音を基本とする。
対象職種：小学校教諭、中学校英語・高等学校英語教諭
講師：江口真理子（総合政策学部総合政策学科教授）
(月)

日本語の表記を考える：8月23日（火）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月23日
教員をなさっている中で、何げなく生徒から質問されるだろう「日本語」に関する質問、また先生方もふだんから疑問に思っ
ているけれど、日々忙殺され、なかなかご自身で調べることがままならないような問題を言語学的に扱おうと思っております。
内容としては、ローマ字、4 つ仮名（じ・ぢ・ず・づ）、オの長音表記（ひらがな）、「は」の読み方、など。また、みなさまが疑
問に思っていらっしゃることも、募りたいと思っております。
対象職種：小学校・中学校・高等学校教諭

講師：高橋純（人間文化学部地域文化学科教授）

主体的・対話的で深い学びを目指す小学校理科授業
：8月24日（火）松江キャンパス／定員20名／申込期限7月24日
本講座では、講義（新学習指導要領小学校理科のポイントと主体的・対話的で深い学びを目指す小学校理科授業
のあり方、指導改善のポイント等）と実験・演習（学びを深めるための実験、６年理科で扱うプログラミング学習の初歩に
ついて等）を通して、新学習指導要領に基づいた今後の理科授業の指導法についてのヒントを得ることをねらいとする。
対象職種：小学校教諭

講師：高橋泰道（人間文化学部保育教育学科教授）

知っておきたい学校保健の知識とスキル：8月24日（火）松江キャンパス／定員30名
／申込期限7月24日
教育現場において、配慮しなければならない健康問題や課題は児童・生徒により様々である。慢性疾患を持つ児童・生
徒や病児・病後児への対応、食物アレルギーやアナフィラキシーに関する知識をはじめ、学校における感染症対策、心肺蘇
生法を含む応急救護など、最新の情報やガイドラインを踏まえて解説する。また、医療的ケアが必要な子どもに関する近年
の動向について紹介する。
対象職種：全教員

講師：前林英貴（人間文化学部保育教育学科准教授）

子どもの対人関係能力を育てる「社会性と情動の学習（SEL）」
：8月25日（水）浜田キャンパス／定員30名／申込期限7月25日
子どもの対人関係能力を育成する「社会性と情動の学習（SEL：Social and Emotional Learning）」と呼ばれる
心理教育プログラムについての理論と実践方法について紹介する。
SEL では、子どもが相手の感情理解や自分の感情を適切にコントロールする方法を学ぶことで、より良い人間関係が築ける
ようになることを目指している。
講習では、日本の子どもを取り巻く現状とともに、SEL を実施する必要性について説明する。また、講習の後半は SEL の
具体的な実践方法について、実際の学習活動を体験することを通して理解を深める。
対象職種：全教員

講師：山田洋平（人間文化学部保育教育学科准教授）

行動変容につながるカウンセリング技法
：8月26日（木）出雲キャンパス／定員30名／申込期限7月26日
これからの食育や栄養教育は、知識や理論を伝えることではなく、子どもたち自身の食行動や食習慣を、いかによりよく変
容させるかが目的となります。そのためには、保護者を含めた子どもたち一人一人の食環境に応じた、的確なアドバイスと支
援が必要となります。
本講習では、行動変容につながるカウンセリング技法について、演習を含めて、実践力を身につけます。
対象職種：小学校･中学校･高等学校教諭、
養護教諭、栄養教諭

講師：今中美栄（看護栄養学部健康栄養学科教授）

(金)
主体的な態度を育む図画工作：8月27日（土）松江キャンパス／定員30名／申込期限7月27日
小学校図画工作科および幼児教育において、未来を生きる子どもたちが身に付けるべき資質・能力とは何か、なぜ学ぶ
のか、生きて働く学びとは何かについて考える。前半は学習指導要領の理解を深める内容を講義形式で行い、後半は造形
遊びを取り入れた実習形式で行う。
対象職種：小学校・幼稚園教諭

講師：福井一尊（人間文化学部保育教育学科准教授）

行動変容を促すための相談・保健指導・生活支援
：8月27日（金）出雲キャンパス／定員30名／申込期限7月27日
本講習は、養護教諭及び栄養教諭、幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭が幼児、児童又は生徒、教職員、保
護者に対し、相談や保健指導、生活支援の場面で相手の行動変容を促し、自律を目指した支援ができるようになることを
目的とする。幼児、児童又は生徒、教職員、保護者の発達段階と発達課題や健康課題を理解した上で、個人の課題解
決や目標達成に向けた支援の方法について学ぶ。
対象職種：全教員

講師：小田美紀子（看護栄養学部看護学科准教授）

(月)
食文化の変遷と歴史的背景：8月30日（木）出雲キャンパス／定員30名／申込期限7月30日
和食がユネスコ無形文化財に登録され、世界的にも評価されています。和食とは、日本の伝統的な地域の食文化とし
て、地域が育てた食のしくみと技の結集であり、それが世界的に評価されていることを詳しく解説します。また、島根県の伝統
的な食文化について学び、他地域と比較検討することにより、自然科学的および人文科学的な視点から次世代へ和食を
伝え継ぐということについて、その考え方や方法論、教育現場で活用できるツールの紹介などを交えて講義します。
対象職種：小学校教諭、中学校・高等学校教諭（家庭科）
栄養教諭
講師：籠橋有紀子（看護栄養学部健康栄養学科准教授）

特別なニーズのある子どもの理解と支援―場面緘黙と自閉症を中心に―
：9月4日（土）松江キャンパス／定員30名／申込期限8月4日
学校には様々な特別な教育的ニーズのある子どもがいます。そして、一人ひとりのニーズに応じた対応・支援が求められて
います。この講習では、基本となる特別支援教育体制の理解を踏まえ、場面緘黙と自閉症・アスペルガー障害を取り上げ、
学校における子ども理解の在り方や合理的配慮、及び具体的な支援について学びます。講義と模擬事例に基づくグループ
討議を行います。
対象職種：幼稚園・小学校・中学校・高等学校
・特別支援学校教諭、養護教諭

講師：園山繁樹（人間文化学部保育教育学科教授）

新課程に基づく算数・数学の深い学びづくり
：9月11日（土）松江キャンパス／定員30名／申込期限8月11日
資質・能力ベースの新学習指導要領の主旨の理解とそれを具現化していく算数・数学の授業づくりについて学ぶ。小学
校算数および中学校数学の授業の具体を視聴しながら、「数学的な見方・考え方」のとらえ、「数学的活動」の組織の仕
方、そして資質・能力ベースの学びのまとめや振り返りなど、授業改善に必要な内容について確認していく。
対象職種：小学校・中学校数学教諭

講師：齊藤一弥（人間文化学部保育教育学科教授）

だれでもできる表現運動の授業：9月11日（土）松江キャンパス／定員20名／申込期限8月11日
小学校体育科表現運動領域における基礎的な教材を体験的に理解し、表現の楽しさを体感するとともに日々の実践
に活かせるようにする。⑴表現運動の魅力や意義、育てたい力を体験的に理解する。⑵表現運動に必要な単元構想や指
導方法を理解し、日々の実践に活かせるようにする。⑶実技講習を通して表現運動の楽しさやおもしろさを体感する。
対象職種：幼稚園・小学校教諭

講師：梶谷朱美（短期大学部保育学科教授）

子どもの対人関係能力を育てる「社会性と情動の学習（SEL）」
：11月6日（土）松江キャンパス／定員30名／申込期限10月6日
子どもの対人関係能力を育成する「社会性と情動の学習（SEL：Social and Emotional Learning）」と呼ばれる
心理教育プログラムについての理論と実践方法について紹介する。
SEL では、子どもが相手の感情理解や自分の感情を適切にコントロールする方法を学ぶことで、より良い人間関係が築ける
ようになることを目指している。
講習では、日本の子どもを取り巻く現状とともに、SEL を実施する必要性について説明する。また、講習の後半は SEL の
具体的な実践方法について、実際の学習活動を体験することを通して理解を深める。
対象職種：全教員

講師：山田洋平（人間文化学部保育教育学科准教授）

統計学の基礎と応用：11月14日（日）浜田キャンパス／定員30名／申込期限10月14日
本講義では、統計学の基本的な方法を理解し、コンピューター・統計処理の方法（エクセルの利用を中心に）を学ぶ。
具体的な到達目標は下記の通りである。
・平均値、標準偏差、推定、検定、相関係数および回帰などの概念を理解し利用できる。
・エクセルを用いて、平均値から回帰までの計算ができる。
対象職種：小学校・中学校・高等学校教諭

講師：張忠任（総合政策学部総合政策学科教授）

