
教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択必修領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 【道徳教育】「特別の教科 道徳」で⽬指す道徳科指導の在り⽅ 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 50 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉ 6 ⽇（⽕） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：⼩・中  教科等：特定しない  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 曽我 ⽂敏（宮崎公⽴⼤学 第⼆種⾮常勤講師） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 宮崎県教育委員会⼈事担当職員、宮崎県教育委員会教育事務所⻑、宮崎県公⽴⼩学校⻑ 

講習内容 
学校教育における道徳教育の位置付けや構造、本来的な道徳授業の在り⽅等を理解した上で、道徳科が

⽬指す授業づくりを、具体論を基に学習する。また、これまでの道徳授業の問題・課題を踏まえながら、
今後求められる質の⾼い指導⽅法を構想する中で、明確な視点を基にした読み物教材の分析、学習指導過
程の作成、模擬授業を⾏うなど、実践的な講習を実施する。 

到達⽬標 
道徳科を要とした道徳教育の構造を理解するとともに、これまでの道徳授業の問題・課題や「特別の教

科 道徳」に係る学習指導要領改訂の趣旨等を踏まえながら、「道徳科」としての授業を構想し実践するこ
とができる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

１ 学校における道徳教育の位置づけと構造  
 ・道徳科を要とした道徳教育の構造を理解する。 
 
２ 「特別の教科 道徳」に係る学習指導要領改訂の内容 

・これまでの道徳授業の問題・課題を踏まえながら、学習指導要領改訂の内容を
理解する。 

・道徳科における質の⾼い指導⽅法の在り⽅について協議する。 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

３ 道徳科の授業づくり「読み物教材の分析演習」 
 ・読み物教材の分析を⾏い、学習指導過程（発問構成）を作成する。 
 
４ 道徳科の授業づくり「模擬授業の実施」 
 ・３の演習を基に、模擬授業を⾏う。 
 ・担当講師による模擬授業を⾏う。 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 資料等の持ち込み可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 
⼩学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳」（平成 29 年 7 ⽉） 
中学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳」（平成 29 年 7 ⽉） 
曽我⽂敏著「道徳の教科化に思う」宮⽇⽂化情報センター（平成 30 年 2 ⽉） 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受講票、筆記⽤具 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 これまで作成した道徳科（道徳）の学習指導案があれば、⼿持ちの資料として持参すること。 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択必修領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 【英語教育】英語教師のための評価技術向上講座 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 40 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉ 20 ⽇（⽕） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：中・⾼・特⽀  教科等：英語科教諭向け  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 ⿇⽣ 雄治（宮崎公⽴⼤学 教授） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 公⽴⾼等学校指導教諭 

講習内容 
英語教育におけるテスティングと評価の理論・⼿法を解説し、テスト作成のもととなる考え⽅を紹介す

る。そして、それをもとに指導と評価の⼀体化を⽀えるテスト作成法とはどのようなものかを考える。ま
た、テスト作成⼒向上を⽬指し、実際のテスト問題の吟味、さらに実際に作問を体験しながら、よりよい
テスト問題作成のためのアイディアと技術を共有する。 

到達⽬標 
① 評価に関する基本的な考え⽅、⽬的、役割を理解する。 
② 評価問題作成の技術を共有する。 
③ 実際に信頼性、妥当性の⾼いテスト問題を作成できる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

１．評価とテスティングの基本的な考え⽅を概観する。（講義） 
２．サンプルテスト問題の分析と信頼性、妥当性の検証を⾏う。(講義・演習) 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

３．テストの内容と⽅法を概観し、実際にテストを作成する。（講義・演習） 
４．作成したテスト問題を吟味する。（演習） 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 特になし 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受講票、筆記⽤具 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 特になし 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 教育に潜む『社会の⼒』を探求する 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 40 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉５⽇（⽉） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：⼩・中・⾼  教科等：特定しない  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 寺町 晋哉（宮崎公⽴⼤学 助教） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 ― 

講習内容 

本講習では、学校教育に関わる事柄について、教育社会学の知⾒を⽤い、様々な⾓度からアプローチし
ていく。様々な教育事象の「常識」を問うことによって、学校教育や⾃分⾃⾝を相対化しつつ、現代社会
の中で学校がもつ機能や、社会が学校に与える影響などについても探求する。 

 
講習形態は、講義をベースに適宜演習も取り⼊れる。 

到達⽬標 教育社会学に関する基礎的な知識・調査法を理解し、様々な教育事象を社会学的な視点で考察する⼒を
⾝につける。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

１．教育社会学の⼊⾨的な内容を扱う。教育社会学とは何か、教育社会学の視点、
教育社会学で⽤いられる調査⽅法などを知る。（講義） 

 
２．「階層と学⼒」をテーマに扱う。学校で⽤いられる学⼒テストの結果と家庭背

景との関係について知る。（講義・演習） 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

３．「ジェンダーと教育」をテーマに扱う。学校の中で「性別」がいかに⽤いられ
ているのか、その関係性について知る。（講義・演習） 

 
４．「学校のリスク」をテーマに扱う。学校における「リスク」について、データ

や映像を⽤いて分析する。（講義・演習） 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 ⽚⼭悠樹・内⽥良・古⽥和久・牧野智和編『半径５メートルからの教育社会学』⼤⽉書店。 
近藤博之・岩井⼋郎編『教育の社会学』放送⼤学教育振興会。 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受講票、筆記⽤具 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 特になし 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 英語４技能の学習と指導 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 20 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉ 22 ⽇（⽊） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：⼩・中・⾼  教科等：英語科教諭向け  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 松本 祐⼦（宮崎公⽴⼤学 准教授） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 ― 

講習内容 
本講習は３−４⼈程度のグループワークを基本とした参加型の授業形式となる。講習の前半では、第⼆

⾔語習得理論に基づき⾔葉（主に英語）の学習プロセスを４技能ごとに分析する。後半ではグループごと
に１技能を選び、その効果的な指導⽅法と他３技能との統合⽅法を話し合う。最後にグループ発表とそれ
に基づく意⾒交換を⾏う。 

到達⽬標 第⼆⾔語習得理論に基づき（英語）４技能の学習プロセスを概観し、それぞれの技能の効果的な指導⽅
法を考え、またなぜそれが効果的なのか理論的に説明できるようにする。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

第⼆⾔語習得理論の⾒地から、リスニング、リーディング、スピーキング、ライテ
ィングがどのようなプロセスを経て学習されるのかをワークシートを使いながら
分析・学習する。 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

①グループごとに１技能を選び、その効果的な指導⽅法についてグループで話
し合う。 

②いくつかの実践的な指導案をまとめてグループごとに発表する。 
③グループ発表に基づき意⾒交換を⾏う。 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 当講習で配布された資料 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 ⿃飼久美⼦（2016）. 『本物の英語⼒』. 東京: 講談社現代新書 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受験票、筆記⽤具、ノート、英和辞書 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 

講座ではご⾃⾝の実践に基づくアイディアや課題を、グループワークを通じて共有したり解決したりし
て下さい。 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 今求められる学校経営⼒とは 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 20 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉８⽇（⽊） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。

主な受講対象者 
学校種：⼩・中  教科等：特定しない  職務経験等：教務主任担当、中堅教諭向け 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。

担当講師 曽我 ⽂敏（宮崎公⽴⼤学 第⼆種⾮常勤講師） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 宮崎県教育委員会⼈事担当職員、宮崎県教育委員会教育事務所⻑、宮崎県公⽴⼩学校⻑ 

講習内容 
複雑化する学校教育の問題・課題を踏まえ、今学校経営に求められる資質・能⼒を明らかにした上で、

学校経営ビジョンを構想する。また、学校経営ビジョンを実現するための重要な知識（教育関係法規や通
知・答申等に関する知識）について学習する。更には、それらを活⽤して、学校が直⾯している問題・課
題にどのように取り組んでいくか、演習形式で実践的な講習を⾏う。 

到達⽬標 
学校経営の基本的な考え⽅や、それに求められる資質・能⼒を理解した上で、学校経営ビジョンを構想

することができる。また、教育関係法規等に関する知識を活⽤しながら、直⾯する問題・課題を解決する
能⼒を向上させることができる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

１ 学校経営⼒とは 
・学校経営の基本的な考え⽅を理解する。
・学校経営に求められる資質・能⼒について、グループで協議する。

２ 学校経営ビジョンの構想 
・学校経営ビジョンの例を基に、グループで構想する。

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

３ 学校経営と教育関係法規等との関連 
・基本となる法規、指導関係の法規、管理関係の法規等について理解する。

４ 学校が直⾯している問題・課題への対応 
・３の内容を基に、グループで演習問題を協議する。

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 資料等の持ち込み可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 特になし 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受験票、筆記⽤具 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 

学校経営に求められる資質・能⼒について、考えをまとめておく。（資料提出の必要はない） 
宮崎県教育関係者必携（平成 30 年版）を持参する。 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 中学・⾼校で学ぶ英語⽂学−授業での活⽤をめぐって 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 30 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉ 23 ⽇（⾦） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：中・⾼  教科等：英語科教諭向け  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 村上 幸⼤郎（宮崎公⽴⼤学 助教） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 滋賀県⽴⼤学全学共通教育推進機構特任准教授、京都⼤学⾮常勤講師、宮崎⼤学⾮常勤講師 

講習内容 

本講習では、中等学校および⾼等学校における英語⽂学の実践的な活⽤の可能性を追求する。⽂学作品
の内容、表現法、⽂化的背景などに関する理解をディスカッションを通して深め、さらにテクストを教材
としてどのように活⽤できるか協議していく。最終的には授業で扱った作品を教材として模擬授業を⾏
う。講師と受講⽣の相互のコミュニケーションを重視しつつ、⽂学作品が教育現場において有益な教材で
あることを提⽰したい。 

到達⽬標 英語⽂学作品（⼩説、詩、演劇）の意味だけではなくその表現法や⽂化的背景などを吟味し、講師や他
の受講者とのコミュニケーションを取りながら⽂学作品を活⽤した授業の構築の可能性を追求する。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

短篇⼩説を⽤いた授業の構築 
 
１ 英語で書かれた詩の形式や意味について考察する。 
２ 講習で扱った作品を中等学校・⾼等学校の教材とした場合に、どのように活⽤

できるか考える（グループ・ディスカッション） 
３ ⽂学作品を⽤いた模擬授業を⾏ってみる 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

詩を⽤いた授業の構築 
 
１ 英語で書かれた詩の形式や意味について考察する。 
２ 講習で扱った作品を中等学校・⾼等学校の教材とした場合に、どのように活⽤

できるか考える（グループ・ディスカッション） 
３ ⽂学作品を⽤いた模擬授業を⾏ってみる 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 ⽇本英⽂学会編 『教室の英⽂学』（研究社）ISBN: 978-4327472351 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受験票、筆記⽤具、辞書（電⼦辞書でも可） 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 特になし 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 表現⼒を⾼める英語⾳声発⾳指導 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 20 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉ 21 ⽇（⽔） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：中・⾼  教科等：英語科教諭向け  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 ⽵野 茂（宮崎公⽴⼤学 教授） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 広島県⾼等学校教諭、広島⼤学総合科学部アシスタント・ティーチャー 

講習内容 

World Englishes の考え⽅に基づいて Native Speaker 神話は消えつつある。しかし、発⾳がどうでもよ
いということではあるまい。本講義は、グローバルに通⽤する英語を話すために必要な発⾳を考え、⽣徒
にどう伝え教えるかを考える。そのため受講⽣全員が体験を通して英語発⾳に磨きをかけ、⾳声指導を通
して⽣徒の英語表現⼒を豊かにする⽅法をワークショップ形式にて理解体得する。まず、⽇本語と英語の
発⾳の違いを発⾳の基礎から体験を通して学び、感情豊かに表現する⼿段としての英語発⾳について考え
る。英語個々の⾳素とプロソディーを⽣かし、内容に応じた英語発⾳について理解を深め、体得する。 

到達⽬標 英語個々の⾳素とプロソディーを⽣かし、英語教科書等の英語⽂を内容に応じて英語⾳声表現ができ
る。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

本講義は、受講⽣全員が体験を通して英語発⾳に磨きをかけ、⾳声指導を通して
表現⼒を豊かにする⽅法を理解体得するためのワークショップ形式で⾏われる。
必要に応じて受講⽣同⼠の議論を設ける。 
（１）基本的な英語⾳声についての理解と実習による訓練をおこなう。 
  ・英語個々の⾳素を中⼼に 
（２）⽂章の中での⾳の変化と英語⾳声の維持（⽇本語⾳にならないこと）につい

て理解し、訓練を⾏う。 
  ・プロソディーを中⼼に 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

（３）様々な⽂章をどのように表現するか実技を交えて理解する。 
・英⽂におけるチャンク作り、英⽂読解と英語⾳声表現への応⽤を考える。 

（４）英語⾳声表現されたものに対する評価の在り⽅を考え、理解する。 
・⾃薦⽂を使い、理解したことを実践的に受講⽣の前で表現してみる。 

  ・表現に対する評価の在り⽅について、実践しながら、議論する。 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 実技考査 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 特になし 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受験票、IC レコーダー（スマートフォンのアプリでも可）、卓上鏡、筆記⽤具、ノート、英語辞書 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 

⾃らが表現したい英語の⽂章、英語詩、歌詞（2〜3 分以内で⾳声表現できるもの）を 22 部⽤意してくる
こと。 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 英語学が解き明かす英語の疑問 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 40 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉９⽇（⾦） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：⼩・中・⾼  教科等：英語科教諭向け  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 福⽥ 稔（宮崎公⽴⼤学 教授） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 1990 年 4 ⽉〜帝塚⼭学院⼤学 / 1995 年 9 ⽉〜1996 年 8 ⽉ハーバード⼤学客員研究員 

講習内容 

本講習では、次の①から③に関して、児童や⽣徒が抱きそうな疑問を英語学はどう解き明かすのか考察
してゆく。①英語のコーパス研究から、覚えて得する英単語や英語表現を検討する。②英語の歴史的変化
から、英単語の発⾳と綴りや、英単語の意味と語源を検討する。③英語構⽂の仕組みから、英単語の意味
と語法や、⽂の情報構造を検討する。教材としては、Q&A 形式の書き込み式のプリントを配布する予定で
ある。したがって、講師から⼀⽅的に説明するのではなく、受講⽣参加型となる。評価として、客観問題
から成る筆記試験を⾏う。 

到達⽬標 英語学の研究成果が教育の場⾯でどう活かせるか理解し、⾃分で調べるための複数の⽅法があることが
分かる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

【前半】 
受講⽣からの質問を受け付けるために質問票を配布する。まず、英語学の全体像を
概観したのち、①英語のコーパス研究から、覚えて得する英単語や英語表現を検討
する。 
 
【後半】 
②英語の歴史的変化から、英単語の発⾳と綴りや、英単語の意味と語源を検討す
る。最後に質問票を回収する。 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

【前半】 
③英語構⽂の仕組みから、英単語の意味と語法や、⽂の情報構造を検討する。 
 
【後半】 
受講⽣からの質問へ回答したのち、英語の疑問に答えるための練習問題を、英和辞
典を使って解く。 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 
英語の疑問を解き明かすことをテーマとした書籍が多数出ている。本講習の内容と関係するものとして、次の図書や記事は⽐較的気軽
に読めるだろう。①英語コーパスの⼊⾨書としては、『投野由紀夫のコーパス超⼊⾨』（⼩学館）がある。②英語の歴史的変化について
は、『英語の謎：歴史でわかるコトバの疑問』（⾓川ソフィア⽂庫）や『英単語はこう覚える』（⻘春出版社）がある。③に関連して、『英
語教育』（2003 年度、⼤修館）の⾼⾒健⼀先⽣による連載記事「研究と現場を結ぶ英⽂法⼊⾨」がある。 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受験票、英和辞典（紙の辞書、電⼦辞書を問わない。） 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 

もし良ければ、児童や⽣徒から英語についてこんな質問を受けて答えるのに困ったというご経験があれ
ば、お聞かせください。講習の午前の部で配布する質問票に書いて頂ければ幸いです。 

 



教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が所有する免許状の種類や経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 アクティブラーニングの理論と実践 

会場・教室 宮崎公⽴⼤学 研究講義棟（教室未定） 定 員 40 名 

開設⽇時 2019 年 8 ⽉７⽇（⽔） 9:00〜17:00（講習時間：６時間） 

履修認定対象職種 教諭 
※対象職種以外の⽅が受講されても、履修認定されませんのでご注意ください。 

主な受講対象者 
学校種：⼩・中・⾼  教科等：特定しない  職務経験等：特定しない 
※学校種や教科種等が異なる場合でも、職種さえ該当すれば受講可能ですが、講習内容は当該対象者向けとなっていますので、ご承知

の上、お申し込みください。 

担当講師 野﨑 秀正（宮崎公⽴⼤学 准教授） 授業形態 対⾯講義 

講師の職歴等 宮崎学園短期⼤学 保育科 准教授（〜2014 年） / 宮崎国際⼤学 教育学部 准教授（〜2015 年） 

講習内容 

アクティブラーニングの⽤語が広く知られるようになって久しい。しかし、学校現場では、アクティブ
ラーニングに関する情報不⾜から⽣じる⼾惑いや抵抗感が、いまだに多く存在していることと思われる。
本講習では、なぜアクティブラーニングの視点による授業実践がここまで重視されるようになったのかに
ついて、教授・学習観のパラダイムシフトという世界的な潮流の中で考察し、アクティブラーニングに対
する理解を共に深めることを⽬指す。 

到達⽬標 
アクティブラーニングの理念を近年の教育改⾰の潮流に位置づけて理解し、その上でアクティブラーニ

ングの視点による教育実践の教育効果と課題を説明できるようになる。さらに、⾃⾝の授業で実践する際
の⽰唆を得る。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00〜12:00 

うち、20 分休憩 

基本的には講義形式の授業であるが、３〜４⼈ほどのグループに分かれて、とこ
ろどころにアクティブラーニングの要素を含めながら進⾏する。 
 
・「主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）」をはじめ、新学習指導要

領においてキーワードとなる⽤語の確認をする。 
・教育学・⼼理学におけるアクティブラーニングの理論的系譜について学ぶ。 
・⾃⾝の現在の教授学習観と普段の授業実践のあり⽅について省察し、新たに学

習した内容と絡めてグループ内で対話する。 

12:00〜13:00 昼⾷休憩 

【午後の部】 
13:00〜16:00 

うち、20 分休憩 

３〜４⼈ほどのグループに分かれて、アクティブラーニングの要素を含めながら
進⾏する。 
 
・いくつかの代表的なアクティブラーニングの具体的な技法とその理論的背景に

ついて学ぶ。 
・いくつかの代表的なアクティブラーニングの技法を⾃ら体験する。 
・学習した内容を来学期からの授業実践にどのように活かすかについてグループ

内で対話する。 

16:00〜16:40 履修認定試験 

16:40〜17:00 事後アンケート 

試験⽅法 筆記試験 試験時の持込 不可 

評価基準 100 点満点で、60 点以上を「認定」、59 点以下を「不認定」とする。 

参考⽂献 
・⾼等学校学習指導要領(平成 30 年告⽰)解説 総則編 ⽂部科学省 
・中学校学習指導要領（平成 29 年告⽰）解説 総則編 ⽂部科学省 
・⼩学校学習指導要領（平成 29 年告⽰）解説 総則編 ⽂部科学省 

受講⽣が準備する 
必要があるもの 受講票、筆記⽤具、⾃分が在籍する学校種の学習指導要領解説総則編 

講師から受講⽣ 
への事前連絡 特になし 
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