
令和３年度 宮崎公立大学 

教員免許状更新講習の 

ご案内



１ 更新講習について 

本講習は、教育職員免許法第 9 条の 3 に基づき、⽂部科学⼤⾂の認定を受けて本学が開催するもので
す。本講習を受講し、修了認定試験で認定基準に達した場合、本学より履修証明書を発⾏します。受講
者は、定められた期⽇までに、免許管理者（勤務する学校が所在する都道府県教育委員会）に更新講習
修了の確認申請を⾏う必要があります。  

２ 受講対象者 

▼旧免許状（平成 21 年 3 ⽉ 31 ⽇までに授与された免許状）所持者

●普通免許状または、特別免許状を有する現職教員等で、次の修了確認期限に該当する⽅

修了確認期限 ⽣ 年 ⽉ ⽇ 

令和 4(2022)年 
3 ⽉ 31 ⽇ 

昭和 31(1956)年４⽉２⽇〜昭和 32(1957)年４⽉１⽇⽣ 

昭和 41(1966)年４⽉２⽇〜昭和 42(1967)年４⽉１⽇⽣ 

昭和 51(1976)年４⽉２⽇〜昭和 52(1977)年４⽉１⽇⽣ 

令和 5(2023)年 
３⽉ 31 ⽇ 

昭和 32(1957)年４⽉２⽇〜昭和 33(1958)年４⽉１⽇⽣ 

昭和 42(1967)年４⽉２⽇〜昭和 43(1968)年４⽉１⽇⽣ 

昭和 52(1977)年４⽉２⽇〜昭和 53(1978)年４⽉１⽇⽣ 

▼新免許状（平成 21 年 4 ⽉１⽇以降に初めて授与された免許状）所持者 
●有効期間満了⽇が、令和４(2022)年 3 ⽉ 31 ⽇または令和５(2023)年 3 ⽉ 31 ⽇である⽅

＊新免許状を複数お持ちの場合、有効期間の満了⽇は⼀番最後に取得した免許状の有効期間に統⼀されます。
＊平成 21 年３⽉ 31 ⽇以前に取得した免許状を１つでもお持ちの場合は、旧免許状所持者の扱いとなります。

▼休眠状態の免許状所持者  
●現在、休眠状態の免許状をお持ちの⽅は、年度の制限なく、随時受講が可能です。

３ 修了に必要となる受講時間

領 域 必要な時間数 ＊更新講習は、合計 30 時間（必修領域６時間、選択必修領域６時間、選
択領域 18 時間）の講習を受講し、履修の認定を受ける必要があります。 

＊本学にて修了に必要な講習をすべて受講された場合は「修了証明書」を、
⼀部のみを受講された場合は「履修証明書」を発⾏いたします。 

必  修 ６時間 

選択必修 ６時間 

選  択 18 時間 

合  計 30 時間 

  ４ 受講料 

●１講習（6 時間）あたりの受講料は 6,000 円です。

上記以外の⽅で対象となる場合があります。受講対象者であるかどうかについては、各⾃の責任にお
いて、⽂部科学省のホームページ、あるいは各都道府県の教育委員会等でご確認ください。  

旧免許状所持者⇒ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm  
新免許状所持者⇒ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314443.htm 

受講数が不⾜していたとしても、本学は責任を負いかねま
すので、各⾃でご確認いただき、お申込みください。
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 ５ 手続きの流れ 

＊講習の申込には、インターネットを利⽤します。電話やはがきでの受付は致しません。  
＊インターネットによる受講申込の際には、メールアドレスが必要（携帯電話のアドレスは不可）です。

次の２つのメールアドレスからメールが受信できるよう、設定をお願いします。 

メールアドレス１ mmumkk@miyazaki-mu.ac.jp 

メールアドレス２ no-reply@select-type.com 

受 講 者 宮崎公⽴⼤学 

１.宮崎公⽴⼤学のウェブサイトにアクセス
⇒「宮崎公⽴⼤学」で検索
⇒「重要なお知らせ」の記事「令和３年度 教員免許状更

新講習の開設について」をクリック
⇒「予約する」ボタンをクリック

２.受講申込(仮申込)
⇒申込フォームより、受講したい講習をお申込ください。
⇒申込期間は 3 ⽉ 27 ⽇(⼟)の 13 時から、4 ⽉ 30 ⽇(⾦)の

18 時までとなっています。 ３.申込受付メールの送信
⇒申込内容を記載したメールを送信します。 

４.申込受付メールの受信・確認
⇒メールが１⽇たっても届かない場合は、お電話にてご連

絡ください。 ５.必要書類の送付
⇒受講申込書、受講票、事前アンケート、受

講案内⽂書等の書類を郵送します。
⇒5 ⽉ 31 ⽇(⽉)までに届かない場合は、お電

話にてご連絡ください。

６-１.受講申込書・事前アンケートの提出
⇒提出期限は 6 ⽉ 4 ⽇(⾦)･必着です。
⇒期限に間に合わなかった場合は、申込が取消されます。

６-２.受講料の振込
⇒6 ⽉ 4 ⽇(⾦)までに、指定の⼝座(３ページ参照)までご

⼊⾦ください。
⇒⾦融機関(窓⼝または ATM)でのお⽀払いが必要です。
⇒期限に間に合わなかった場合は、申込が取消されます。

７.⼿続き完了メールの送信
⇒6 ⽉ 14 ⽇(⽉)までに、⼿続き完了メールを

お送りします。
⇒書類の不備等がある場合のみ、6 ⽉ 14 ⽇

(⽉)までにお電話にてご連絡いたします。８.講習の受講
⇒受講の際には、受講票や持参品等を忘れないようご注意

願います（持参物の詳細は５ページをご覧ください。）。
⇒当⽇の遅刻は、原則、認められません。

９.合否結果メールの送信
⇒９⽉中旬頃に、合否結果をメールにてお送

りします。

11.免許状の更新⼿続き(教育委員会) 10.履修証明書を郵送
⇒本学及び他⼤学において、修了証明または 30 時間以上

の履修証明を受けた⽅は、免許管理者(各都道府県教育
委員会)へ更新⼿続きを⾏ってください。⼿続きの詳細
については、免許管理者にお問い合わせください。

⇒各証明書は、コピーを取っておくことをお勧めします。 

⇒９⽉末頃に、修了証明書または履修証明書
を郵送します。 

修了確認期限または有効期間 
満了時の２か月前までに！ 
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６ インターネットによる申込期間・受講申込書提出期限・受講料支払期限 

開設⽉ インターネット申込開始 インターネット申込期限 受講申込書提出期限 受講料⽀払期限 

７⽉ 
８⽉ 

３⽉ 27 ⽇(⼟) 
13 時〜 

4 ⽉ 30 ⽇(⾦) 
〜18 時 6 ⽉ 4 ⽇(⾦)･必着 6 ⽉ 4 ⽇(⾦) 

●申込はインターネットのみの先着順です。キャンセル待ちは⾏っておりません。
●受講申込書の提出及び受講料の⽀払が上記期限を過ぎると、⾃動的に申込が取り消されます。

７ 受講料の振込方法について 

受講料は、銀⾏振込にてお⽀払いください。振込⼝座は次の通りです。  
⾦融機関名 ⽀店名 預⾦種⽬ ⼝座番号 ⼝座名義 

宮崎銀⾏ 本店営業部 普通 １５５９７８ 公⽴⼤学法⼈宮崎公⽴⼤学 

  お振込みに関する注意事項  

●インターネットによる申込後、本学から必要書類をお送りいたしますが、その中に、申込いただいた
講習名と受講料の合計を記載したご案内⽂書を同封します。振込⾦額の誤りを防ぐため、必ず当該案
内⽂書を確認いただいてからお振込みください。

●振込⽤紙は同封いたしません。銀⾏窓⼝に設置してある振込⽤紙または ATM 機からのお振込みとな
ります。 

●銀⾏振込以外の⽀払⽅法はございませんので、予めご了承ください。
●受講料の⽀払期限を過ぎると、⾃動的に申込が取り消されます。

８ 申込時の注意点 

●「開設講習⼀覧（４ページ）」の「履修認定対象職種」を必ずご確認ください。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。（例えば、養護教諭の⽅が「履修認定対象職種」の欄
に「養」と記載されていない講習を受講したとしても、履修認定されません。）

●「開設講習⼀覧」の「主な受講対象者」については、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。ただし、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。

●インターネット上の「申込フォーム｣よりお⼿続きされただけでは、正式な申し込みとはなりません。
「申込フォーム」による⼿続き後に、本学より郵送される正式な受講申込書等の作成・提出や、受講
料の振込が完了した時点で⼿続き完了となります。

●障がい・病気・妊娠等により、特別な配慮・⽀援を希望される場合は、「申込フォーム｣にて配慮が必
要な内容をご⼊⼒ください。ただし、本学は⼩規模⼤学のため、ご要望に応じることが難しい場合も
あることを、予めご承知おきください。

●今年度については、１名でも受講申し込みがあった講習については開講いたします（本取扱いについて
は、次年度以降変更となる可能性があります）。

●新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤状況により、WEB 会議システム（zoom）等を利⽤したオンラ
イン開催（インターネット環境が必要）、または、開催中⽌となる場合があります。オンライン開催となっ
た場合、本学による個別説明及び技術的なサポートは致しかねますので、予めご了承ください。また、
講習毎にその取扱いが異なりますので、詳細は「９ 開設講習⼀覧」（次ページ）をご確認ください。 
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９ 開設講習一覧 

●「履修認定対象職種」の表記 ⇒教：教諭、養：養護教諭、栄：栄養教諭 
必修領域 

開設⽇ 
(予備⽇) 講習名 定 

員 
時 
間 担当講師 履修認定 

対象職種 
主な受講対象者 

学校種 教科等 職務経験等 

8/8 
（8/28） 【Ａ】教育政策の動向と現代教育の課題 100 ６ 

時間 

野﨑 秀正 
曽我 ⽂敏 

髙野 美智⼦ 
永井 敬雄 

教・養 
栄 

特定 
しない 

特定 
しない 

特定 
しない 

選択必修領域
開設⽇ 
(予備⽇) 講習名 定 

員 
時 
間 担当講師 履修認定 

対象職種 
主な受講対象者 

学校種 教科等 職務経験等 
8/5 

（8/21） 
【Ｂ】「特別の教科 道徳」で⽬指す 

道徳科指導の在り⽅ 30 ６ 
時間 曽我 ⽂敏 教・養 

栄 ⼩･中 特定 
しない 

特定 
しない 

8/5 
（8/23） 

【Ｃ】キャリア教育の理論と 
キャリア発達を促す教師の関わり 50 ６ 

時間 川瀬 隆千 教・養 
栄 中・⾼ 特定 

しない 
特定 

しない 
8/18 

（8/20） 【Ｄ】情報モラルと ICT 活⽤ 40 ６ 
時間 井⽥ 志乃 教・養 

栄 ⼩･中･⾼ 特定 
しない 

特定 
しない 

選択領域 
開設⽇ 
(予備⽇) 講習名 定 

員 
時 
間 担当講師 履修認定 

対象職種 
主な受講対象者 

学校種 教科等 職務経験等 
7/25 

（7/28） 
【Ｅ】中学・⾼校で学ぶ英語⽂学 

−授業での活⽤をめぐって 40 ６ 
時間 村上幸⼤郎 教 諭 中･⾼ 英語科 

教諭向け 
特定 

しない 
8/2 

（8/24） 【Ｆ】ストレスとバーンアウトの⼼理学 40 ６ 
時間 川瀬 隆千 教・養 

栄 
幼･⼩･中 
⾼･特⽀ 

特定 
しない 

特定 
しない 

8/4 
（8/10） 【Ｇ】教育に潜む『社会の⼒』を探求する 40 ６ 

時間 寺町 晋哉 教・養 
栄 

幼･⼩･中 
⾼･特⽀ 

特定 
しない 

特定 
しない 

8/4 
（8/19） 

【Ｈ】超⼩型コンピュータを使った 
初めてのプログラミング体験 15 ６ 

時間 辻 利則 教 諭 幼･⼩･中 
⾼･特⽀ 

特定 
しない 

特定 
しない 

8/6 
（8/10） 【Ｉ】英語学が解き明かす英語の疑問 40 ６ 

時間 福⽥  稔 教 諭 ⼩･中･⾼ 特定 
しない 

特定 
しない 

8/7 
（8/22） 【Ｊ】今求められる学校経営⼒とは 30 ６ 

時間 曽我 ⽂敏 教 諭 ⼩･中･⾼ 特定 
しない 中堅教諭等 

8/11 
（8/17） 【Ｋ】アクティブラーニングの理論と実践 50 ６ 

時間 野﨑 秀正 教 諭 ⼩･中･⾼ 特定 
しない 

特定 
しない 

8/12 
（8/25） 

【Ｌ】積極的な⽣徒指導を⽀える 
教員の資質・能⼒とは 30 ６ 

時間 曽我 ⽂敏 教 諭 ⼩･中･⾼ 特定 
しない 中堅教諭等 

8/16 
（8/19） 【Ｍ】英語４技能の学習と指導 40 ６ 

時間 松本 祐⼦ 教 諭 ⼩･中･⾼ 英語科 
教諭向け 

特定 
しない 

8/17 
（8/22） 【Ｎ】表現⼒を⾼める英語⾳声発⾳指導 40 ６ 

時間 ⽵野  茂 教 諭 ⼩･中･⾼ 英語科 
教諭向け 

特定 
しない 

●開講カレンダー（各講習の開講曜⽇はこちらでご確認ください）
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

7/25 26 27 28 29 30 31 
【Ｅ】

8/1 2 3 4 5 6 7 
【Ｆ】 【Ｈ】【Ｇ】 【Ｂ】【Ｃ】 【Ｉ】 【Ｊ】

8 9 10 11 12 13 14 
【Ａ】 【Ｋ】 【Ｌ】

15 16 17 18 19 20 21 
【Ｍ】 【Ｎ】 【Ｄ】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、オンライン開催となるか、 

または、中止となるかは、「開設日（予備日）」欄でご確認いただけます。 

（１）オンライン開催となる講習：黄色

（２）（実習を伴う講習のためオンライン開催ができず）開催中止となる講習：赤色 
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 10 受講当日

講習当日のタイムスケジュール
＊講習の進度により、若干時間が前後する場合があります。 

●持参物

１.受講票
＊顔写真が必要です。

２.筆記⽤具  
３.腕時計

＊履修認定試験時に携帯電話・スマートフォ
ンを時計代わりに使⽤することは認めら
れません。

４.昼⾷
＊学⾷は営業いたしませんが、昼⾷場所とし

て利⽤することは可能です。 

５.講習によって持参する必要がある物
＊各シラバスを確認し、指定された物を忘れ

ずに持参してください。 

６.その他
＊教室や着席位置によって、椅⼦の硬さやエ

アコンの効き⽅が異なる場合があります
ので、各⾃座布団や上着などをご準備いた
だくことをお勧めいたします。

8:30～8:50 受付 

8:50～9:00 スケジュール説明・事務連絡等 

9:00～12:00 午前の部（途中 20 分休憩） 

12:00～13:00 昼食休憩 

13:00～16:00 午後の部（途中 20 分休憩） 

16:00～16:40 履修認定試験 

16:40～17:00 事後アンケート 

●会場⇒宮崎公⽴⼤学（宮崎市船塚１丁⽬１番地２）
アクセスマップは、本書の 10 ページをご覧ください。

●受付
受付は、講習を実施する教室前にて実施予定です。教室は受付開始時間（8:30 頃）に開錠いたします。

●駐⾞場・駐輪場
駐⾞場は、本学の東側駐⾞場（10 ページ参照）をご利⽤ください。送迎される場合、⼤学周辺の道路

にて乗降することは他の⾞両のご迷惑になることから、必ず⼤学の敷地内まで乗り⼊れてください。ま
た、本学と隣接している宮崎⼤学附属幼稚園の駐⾞場とお間違いのないようご注意ください。 

駐輪場は、⼤学構内に複数設置してありますので、ご⾃由にご利⽤ください。 
なお、⼤学構内で発⽣した事故について、本学は⼀切責任を負いませんので、予めご了承ください。 

●喫煙所
本学内に２か所設けてあります。必ず指定の喫煙所をご利⽤ください。

●昼⾷
講習の開講期間は、学⾷及び売店は営業しておりませんので、各⾃ご⽤意いただくか、⼤学周辺のコ

ンビニエンスストアや飲⾷店をご利⽤ください。なお、教室での飲⾷は禁⽌となっておりますので、学
内で⾷事される場合は、福利厚⽣棟をご利⽤ください。
●当⽇の緊急連絡先

事務局：0985-20-2213（8:00〜18:00） ／ 当⽇専⽤携帯：090-5489-6339（8:00〜18:00）
＊かけ間違いにご注意ください。
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 11 休講について

●新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤による休講（中⽌）
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、オンライン開催でも実施できないと本学が判断した

場合は、当該講習を休講（中⽌）とさせていただきます。

●荒天・災害等による休講
▼台⾵による影響

実施⽇が、台⾵の影響により次のいずれかに該当する場合は、当⽇の全講習を休講とします。
⑴ 宮崎市に暴⾵警報が発令されるとあらかじめ予想される場合。

⇒前⽇の午後７時までに、本学ウェブサイトに掲載します。
⑵ 午前７時から講習開始時刻までの間において、宮崎市に暴⾵警報または⼤⾬警報が発令され、

加えて、宮崎市内の路線バスが運転を⾒合わせていた場合。
⇒当⽇の午前８時までに、本学ウェブサイトに掲載します。

⑶ 講習実施中に、宮崎市に暴⾵警報が発令され、実施が危険であると判断される場合。
⇒各講習内でお伝えします。

▼地震及び⼤⾬等の不測の事態
その都度、状況により判断したうえで、本学ウェブサイトに掲載します。

●講師のやむを得ない事情による休講
担当講師が、体調不良や忌引き等やむを得ない理由により、本講習の実施が不可能であると判断さ

れる場合は、当該講習を休講とさせていただきます。
●予備⽇について

休講となった場合のことを考慮し、各講習には予め「予備⽇」を設けています。原則的に、受講予
定だった講習が休講となった場合は、「予備⽇」にて受講していただくこととなります。「予備⽇」に
ついては、４ページの「開設講習⼀覧」をご確認ください。

１2 受講料の返還について 

●受講料の返還については次のとおりです。予めご了承のうえ、お申し込みください。
▼上記に定める休講が⽣じた場合

⑴ 予め設けている「予備⽇」での開講やオンライン開催も難しく、やむを得ず本学が中⽌を決定し
た場合。
⇒受講料の全額を返還いたします（⼿数料は本学が負担）。

⑵ 受講⽣がオンライン開催となったことで参加することができず、受講をキャンセルする場合。
⇒受講料の全額を返還いたします（⼿数料は本学が負担）。

⑶ 受講⽣が「予備⽇」での受講をキャンセルする場合。 
①当該科⽬以外に本学で受講申込をしている講習があり、その⽇程が「予備⽇」と重なってしまったことで、ど

ちらか⼀⽅の講習が受講できなくなってしまった場合。
⇒受講料の全額を返還いたします（⼿数料は本学が負担）。

②①以外の理由による「予備⽇」のキャンセル。
⇒受講料の半額を返還いたします（⼿数料は受講⽣が負担）。

▼受講⽣の都合による受講キャンセル（勤務校の都合によるキャンセルについては個別に問い合わせください。） 

⑴ 前⽇までに連絡をいただいた場合
⇒受講料の半額を返還いたします（⼿数料は受講⽣が負担）。

⑵ 受講当⽇のキャンセル(講習の途中で受講を辞退した場合も含む)及び無断⽋席の場合
⇒受講料は返還いたしません。
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 １３ F A Q 

１. 免許状を複数持っているのですが、どのように受講すればいいですか？

●旧免許状（平成 21 年 3 ⽉ 31 ⽇以前に免許状を授与された⽅）の場合
現在就いている教諭・養護教諭・栄養教諭のいずれかの「職」に応じて、必修（1 講習：6 時間）、選択

必修領域（1 講習：6 時間）、選択領域（3 講習：18 時間）計 30 時間の講習を受講し、履修認定を受けれ
ば、所持している全ての免許状を更新することができます。
※養護教諭・栄養教諭の⽅が、履修認定対象職種が「教諭」のみの講習を受講されても、履修認定されま

せんのでご注意ください。
●新免許状（平成 21 年 4 ⽉以降に初めて免許状を授与された⽅）の場合

教諭・養護教諭・栄養教諭のそれぞれの「免許状の種類」に対応した講習を受講する必要があります。 
（例）教諭と栄養教諭の新免許状をお持ちの⽅ 

・必修領域（1 講習：6 時間）
・選択必修領域（1 講習：6 時間）
・教諭を対象とした選択領域（3 講習：18 時間）
・栄養教諭を対象とした選択領域（3 講習：18 時間）

２. 現在教職には就いていないのですが、受講できますか？受講しないと失効しますか？

受講することは可能です。しかし、教職に就く予定がない場合は受講する必要はありません。
●旧免許状(平成 21 年 3 ⽉ 31 ⽇以前に免許状を授与された⽅）の場合

免許状更新講習の修了確認の義務が課されていないため、修了確認期限までに受講・終了しなくても免許
状は失効しませんが、「休眠状態」になりそのままでは教壇に⽴つことはできません。修了確認期限を過ぎた
後に教壇に⽴つためには、更新講習を受講・修了し、免許管理者から免許状更新講習の修了確認を受けるこ
とが必要となります。 
●新免許状(平成 21 年 4 ⽉以降に初めて免許状を授与された⽅）の場合

更新⼿続きを⾏わなかった場合、有効期間の満了⽇を過ぎてしまうと教員免許状は失効します。ただし、
免許状が失効した場合でも、免許状を取得した際に授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりま
せん。よって、改めて⼤学で教職課程を受講する必要はなく、更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請す
ることにより、改めて免許状の授与を受けることができます。 

３. 講習内容の詳細はどこで確認できますか。

本書 11 ページ以降に、本学で開講する講習の全シラバスを掲載しています。

４. 成績はどのように決まりますか？

講習内で実施される履修認定試験の成績で判定されます。100 点満点で 60 点以上が認定となります。
試験の⽅法（筆記試験、実技考査、その他）は各講習のシラバスでご確認ください。 

５. インターネットで申込をする前に、ＩＤやパスワードを発行する必要がありますか？

ＩＤやパスワードを事前に発⾏する必要はありません。

６．インターネットで申込を行いましたが、申込完了のメールが届きません。 

メールは通常、数分で到着しますが、通信状況等によって 20 分〜30 分程度かかる場合があります。
なお、申込時登録するメールアドレスは、必ずインターネットメール（携帯電話のメールアドレス不可）

を登録してください。 
●フリーメールのアドレス（Gmail、ヤフーメール等）をご利⽤の場合

受信したメールが⾃動的に迷惑メールに振り分けられる場合があるので、迷惑メールのフォルダをご確
認ください。 
●申込から１⽇たってもメールが届かない場合

更新講習担当者までお問い合わせください。
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７. 受講の申し込みは、スマートフォンからもできますか？

本学では、パソコンからの申し込みを前提として申込フォームを構築しております。スマートフォンから
の申込も不可能ではないと思われますが、操作中のエラーや正しく申し込みできなかった等の問題が発⽣し
たとしても本学としては対応致しかねますので、ご了承の上、各⾃のご判断にてご利⽤ください。 

８. インターネットで申込をするだけで申込完了ですか？

インターネットでの申込だけでは、正式な申込とはなりません。インターネットでの申込後、本学より受
講申込書、受講票、事前アンケート、受講に関するご案内等の書類をお送りします。そのうち、締め切り期限
までに受講申込書と事前アンケートの提出及び受講料の振込が完了した時点で申込完了となります。

９．失念しており、締め切り期限までに必要書類の提出と受講料の振込ができませんでした。 

  原則的に申込が取り消されます。ただし、気付かれた時点で、すぐに更新講習担当者までお電話ください。 

10. インターネットでの申込後、大学から書類が届きません。

本書２ページ「５ ⼿続きの流れ」の「５.必要書類の送付」をご覧ください。

11. 現在、教員ではないのですが、申込書内の「受講対象者であることの証明」は必要ですか？

現職教員でなくても証明は必要となります。証明は、教育機関（以前勤務されていた学校または現住所の
所在する都道府県教育委員会等）にて必ず受けてご提出ください。 

12. 都合により受講をキャンセルする場合はどうすればいいですか？

●受講料振込前
締め切り期限までに受講料を振り込まなければ、⾃動的にキャンセル扱いとなります。

●受講料振込後
速やかに、辞退の申し出（お名前、講習⽇、講習名）をお電話にて更新講習担当者へご連絡ください。
受講料の返還については、本書６ページ「１2 受講料の返還について」をご覧ください。

13. 申込締切後に、講習を変更することはできますか？

原則、変更はできません。ただし、学校⾏事等やむを得ない事由による場合は、直ちに更新講習担当までご
連絡ください。 

14. 講習の開始時刻に遅れた場合は、どうなりますか？

教育職員免許法において、計 30 時間以上受講することとされているため、遅刻は認められません。ただし、
公共交通機関の遅延等やむを得ない事由による場合は、直ちに更新講習担当までご連絡ください。 

15. 修了証明書または履修証明書が届いてから、どのような手続きが必要ですか？

講習を受講するだけでは、免許状は更新されません。本学から「修了証明書」または｢履修証明書｣が届いた
ら、現職教員の⽅は勤務地の都道府県教育委員会へ、現職でない⽅は住所地の都道府県教育委員会へ、当該
証明書を添えて申請⼿続きを⾏ってください（申請期⽇までに申請⼿続きが完了されなければ更新されませ
んのでご注意ください。）。 

16．履修証明書を無くしてしまった場合、再発行は可能ですか？ 

履修証明書を紛失した場合は再発⾏しますので、更新講習担当までご連絡ください。 

更新⼿続きの詳細については、宮崎県教育委員会のウェブサイトをご覧ください。 
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/ky-kyoshokuin/kurashi/kyoiku/koushin.html 
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１４ お問い合わせ・書類の提出先 

●宮崎公⽴⼤学 学務課 教務係 教員免許状更新講習担当
〒880-8520 宮崎市船塚１丁⽬ 1 番地２
TEL：0985-20-2213（9:00〜17:00）／ FAX：0985-20-4820
E-mail：mmumkk@miyazaki-mu.ac.jp

お気軽に 
お問合わせ 
ください 
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アクセスマップ

キャンパスマップ

駐車場 は 

こちらです 

受講会場 は 

こちらです 
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令和３年度 宮崎公立大学 

教員免許状更新講習シラバス 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
必修領域：全ての受講者が受講する領域 

講習名 【必修】教育政策の動向と現代教育の課題 

会場・教室 宮崎公立大学 研究講義棟（103 大講義室（予定）） 定 員 100 名 

開設日時 2021 年 8 月 8 日（日） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 28日（土）】 

履修認定対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 受講対象者 特定しない 

担当講師 

（＊は経歴） 

野﨑 秀正（宮崎公立大学 教授） ＊宮崎国際大学教育学部 准教授 など 

曽我 文敏（宮崎公立大学 客員教授） ＊宮崎県教育委員会教育事務所長、宮崎小学校長 など 

髙野 美智子（鶴田病院 臨床心理士） ＊宮崎公立大学 非常勤講師 など 

大山　和彦（宮崎県教育庁教育政策課 課長補佐）  

授業形態 対面講義 

講習内容 

「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」の４つの事項に
ついて、教員に求められる最新の知識 ・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
指す。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

１「国の教育政策の動向」9:00～10:20 
　担当講師：大山　和彦

（休憩 20 分） 

２「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」10:40～12:00 
担当講師：髙野 美智子 

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 

３「子どもの生活の変化を踏まえた課題」13:00～14:20 
担当講師：曽我 文敏 

（休憩 20 分） 

４「教員としての子ども観、教育観等についての省察」14:40～16:00 
担当講師：野﨑 秀正 

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 当日配付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 生き方支援の心理学 -脳の働きから心や行動を理解する- 北大路書房 平成 23 年 9 月 

受講生が準備する 
必要があるもの 受講票、筆記用具 

12



令和３年度 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、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 【選択必修（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（501 中講義室（予定）） 定 員 30 名 

開設日時 2021 年 8 月 5 日（木） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 21日（土）】 

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 客員教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 元宮崎県教育委員会人事担当主幹、元宮崎県教育委員会教育事務所長、元宮崎大宮小学校長 など 

講習内容 

学校教育における道徳教育の位置付けや構造、本来的な道徳科指導の在り方等を理解した上で、道徳科
が目指す授業づくりや評価の在り方を、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した上で、これまでの道徳授業の問題 ・課題、「特別の教科 道

徳」に係る学習指導要領改訂の趣旨、読み物教材を活用する意義、道徳科における評価の在り方等を理解
するとともに、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 「特別の教科 道徳」に係る学習指導要領改訂の趣旨 

・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。

・読み物教材を活用する意義を理解する。
・道徳科における質の高い指導方法の在り方について理解する。

２ 道徳の教科化に伴う評価の在り方 
・道徳科の特質を踏まえた評価の在り方を理解する。

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に児童生徒の立場で参加し、事後に協議する。

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 
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。
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令和３年度 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、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 【選択必修（進路指導及びキャリア教育）】キャリア教育の理論とキャリア発達を促す教師の関わり 

会場・教室 宮崎公立大学 研究講義棟（102 大講義室（予定）） 定 員 50 名 

開設日時 2021 年 8 月 5 日（木） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 23日（月）】 

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  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 川瀬 隆千（宮崎公立大学 教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 宮崎大学農学部非常勤講師（ 「職業指導」担当） など 

講習内容 

キャリア教育は教師の専門性と人間性が十分に発揮されるべき分野である。生徒の将来展望の形成にあ
たって教師の果たす役割はきわめて大きい。 

本講習では、キャリア教育の理論的基盤であるキャリア発達に関する理論について考察するとともに、
キャリア・カウンセリングの実践を通して、キャリア発達を促す教師の影響力について具体的に検討する。
現代社会におけるキャリア教育の役割、生徒の将来展望を育む教師の関わりについて考える。

到達目標 
キャリア発達やその理論を理解し、実践の中で生かすことができる。
教師の影響力について理解し、キャリア・カウンセリングの態度と技術を身につけることを通して、生

徒のキャリア発達を促すことができる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

うち、20 分休憩 

１）現代社会におけるキャリア教育の必要性などについてワークを通して具体的に
検討する。 

２）キャリア教育の基盤となるキャリア発達の概念やキャリア発達の代表的な理論
についてワークを交えながら検討する。 

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 

うち、20 分休憩 

３）人間関係に関する心理学に基づき、教師が生徒に及ぼす影響力 （パワー）につ
いて、ワークを交えて具体的に検討する。 

４）キャリア・カウンセリングのロールプレイを通して生徒の自己理解を促進する
教師の影響力について考察する。 

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 文部科学省「キャリア教育推進の手引き」 

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 
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令和３年度 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、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域 

講習名 【選択必修（教育の情報化）】情報モラルと ICT活用 

会場・教室 
宮崎公立大学 研究講義棟 

（マルチメディア第 2講義室・103大講義室（予定））
定 員 40 名 

開設日時 2021年 8 月 18 日（水） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 20日（金）】 

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・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 井田 志乃（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 

今日の学校現場では情報通信に関わる様々な問題やリスクが発生しています。情報機器やＳＮＳ等にま
つわる問題は、生徒だけでなく教員や親世代も初めて直面する場合が多く、教育の情報化を進めるために
は世代を超えた取組が必要です。 
本講習では、教育現場における情報化の歴史を振り返るとともに、リスクに向き合うための情報セキュ

リティ及び情報モラルについて整理し、さらに授業における ICT活用方法について検討します。

到達目標 ・教育現場における情報セキュリティや情報モラルについて理解し実践できる。
・情報をわかりやすく整理し、ICTを活用して教材を設計することができる。

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

うち、20 分休憩 

教育への ICT 導入によって検討が必要となる情報セキュリティや情報モラルに
ついて整理します。 

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 
うち、20 分休憩 

ICT活用による教材の設計を検討します。 

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 

受講生が準備する 
必要があるもの 

受講票、筆記用具 
公衆電話回線や無線 LANに接続可能なスマートフォン、または、タブレット端末をご持参ください。 

講師から受講生 
への事前連絡 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（101 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021 年 7 月 25 日（日） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 7月 28日（水）】 

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 准教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 元滋賀県立大学全学共通教育推進機構特任准教授、元京都大学非常勤講師、元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について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 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に選択して受講する領域 

講習名 ストレスとバーンアウトの心理学

会場・教室 宮崎公立大学 研究講義棟（102 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021 年８月 2 日（月） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年８月 24日（火）】 

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：幼・小・中・高・特支  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 川瀬 隆千（宮崎公立大学 教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 放送大学 面接授業（「人間関係の社会心理学」担当講師） 

講習内容 

本講座では、私たちの身の回りのストレスについて心理学の観点から解説し、ストレスに対処する方法
を考える。ストレスやストレスコーピングに関する心理学的な理論や考え方を紹介した上で、特に、対人
ストレスに焦点を当てて考察する。

さらに、ヒューマンサービスに特有のストレスであるバーンアウト、特に教師のバーンアウトについて
事例等を示しながら説明する。ストレス対処の方法を身につけ、メンタルヘルスについて考える機会にし
たい。 

到達目標 
ストレスとストレスコーピングに関する心理学的な理論について知るとともに、教師バーンアウトの要

因とその予防について理解を深める。職場におけるストレスの軽減、メンタルヘルスの維持 ・向上に関心
を持ち、ストレスに対処する方法を身につける。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

うち、20 分休憩 

１）ストレスやストレスコーピングに関する心理学的な理論や考え方を紹介し、特
に、対人ストレスについて考察する。 

２）ストレスに影響する要因の中からソーシャルスキルとソーシャルサポートにつ
いて検討する。 

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 

うち、20 分休憩 

３）ヒューマンサービス従事者のストレスであるバーンアウト、特に教師のバーン
アウトとその要因について、具体例を示しながら説明する。

４）教師バーンアウトへの対処と予防について研究事例を紹介しながら、具体的に
検討する。 

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 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 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（101 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021 年 8 月 4 日（水） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 10日（火）】 

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：幼・小・中・高・特支  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 准教授） 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） 

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、筆記用具等 

講師から受講生 
への事前連絡 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に選択して受講する領域 

講習名 超小型コンピュータを使った初めてのプログラミング体験 

会場・教室 宮崎公立大学 研究講義棟 
（ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ第２講義室・103大講義室（予定）） 定 員 15 名 

開設日時 2021年 8 月 4 日（水） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 19日（木）】 

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：幼・小・中・高・特支  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 辻 利則（宮崎公立大学 教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 元宮崎県立宮崎工業高等学校教諭 

講習内容 

学校の授業にプログラミングを導入する一番の理由は、論理的思考力を身に付けること、情報活用能力を高めることであって、スキ
ルそのものを身につけることではありません。しかし、実際にプログラムを一度も作ったことのない教員にとっては不安も多いと思
います。そこで今回は、超小型コンピュータを使って、LED を点けたり消したりできる簡単なプログラム作成を行います。自分のア
イディアでLEDをコントロールするという簡単なプログラムですが、指示した通りの動きをしたときの面白さは体験しなければわか
らないでしょう。本講習は、プログラミングを初めて体験される方で、情報教育に興味のある方向けの内容になります。 

到達目標 

・超小型コンピュータのラズパイの仕様を把握し、パソコンからの接続など基本的な操作について理解する。 
・発光ダイオード(LED)、抵抗、電源をブレッドボードに回路を組み立てることで、様々な機器の基本的な操作について理解する。 
・プログラム言語Pythonを使って、ラズパイのGPIOピンを利用できることを理解し、LEDを点滅させるプログラムを理解する。 
・ラズパイで動作するScratchを使って、Pythonを使った場合と同じLEDを点滅するプログラムが作成できることを理解する。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

うち、20 分休憩 

(1)プログラミング教育は単なる機器活用ではありませんが、教材開発を考える教師や面白さを伝えるた
めには必要になってきます。超小型コンピュータのラズパイは、安価な教育用コンピュータとして開
発され、学校現場でもよく利用されています。まずはラズパイをどのように操作するのかなど基本的
な方法について説明し、実際に操作できるようになってもらいます。 

(2)プログラミング教育では、様々なセンサを用いて機器をコントロールするなど多くの教材が開発され
ています。そういった教材には、ラズパイに接続して利用するものもあります。ここでは、簡単に回
路を作れるブレッドボードを用いて、LEDを点滅させる教材を作成します。様々な機器の基本的な操
作方法について理解してもらいます。 

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 
うち、20 分休憩 

(3)ラズパイのGPIOピンに作成したLEDの回路を接続し、プログラムを使ってLEDを点滅させます。
プログラミング言語にはAIでもよく利用されているPythonを使います。プログラムの入力、保存、
実行と基本的な操作方法を理解し、１０行程度のプログラムで LED を点滅させるプログラムを作成
します。思い通りに動作した時の面白さ、その応用などを考えてください。 

(4)ラズパイではプログラミング教育でよく使われるScratchを使うことができます。そこで、先ほど    
のPythonで作成したLED点滅のプログラムをScratchを使って作ってみます。Scratchが使えると
いうことは、授業で使える教材になります。生徒たちが楽しく学べる教材を考えてみてください。 

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 講義で使用した資料については、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 講義中に、資料を配布します。 

受講生が準備する 
必要があるもの 

受講票、筆記用具 
使用するラズパイ（Raspberry pi）、SD カード、ブレッドボード、LED、抵抗等は大学で準備します。 

講師から受講生 
への事前連絡 

・キーボードとマウスの操作が自由にできれば、特別な準備は必要ありません。
・小学校、中学校、高等学校などそれそれ゙の立場で、どんな教材があったら良いかを考え、ホームページ
等に公開されている教材を利用したり、自分なりに作成する機会にしていただきたいと思います。
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（102 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021年 8 月 6 日（金） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 10日（火）】 

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 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 元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説明
する。①英語のコーパス研究に基づいて、覚えて得する英単語や使い分けを検討する。②英語の歴史的変
化の研究に基づいて、英単語の語源、意味、使い分けを検討する。③英語構文の仕組みに関する研究に基
づいて、構文の使い分けを検討する。教材として、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、要点を問う、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に基づいて、覚えて得する英単語や
使い分けを検討する。 

【後半】 
②英語の歴史的変化の研究に基づいて、英単語の語源、意味、使い分けを検討
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英語構文の仕組みに関する研究に基づいて、構文の使い分けを検討する。

【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『know の K はなぜ発音しないのか？』（KADOKAWA）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。 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（501 中講義室（予定）） 定 員 30 名 

開設日時 2021 年 8 月 7 日（土） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 22日（日）】 

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：中堅教諭等 
※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 客員教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 元宮崎県教育委員会人事担当主幹、元宮崎県教育委員会教育事務所長、元宮崎大宮小学校長 など 

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、学校経営に求められる資質 ・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・能力について理解する。

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 宮崎県教育関係者必携 
教育小六法 

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（令和２年版）を持参する。
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（101 大講義室（予定）） 定 員 50 名 

開設日時 2021 年 8 月 11 日（水） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 17日（火）】 

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 教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 元宮崎学園短期大学 保育科 准教授、元宮崎国際大学 教育学部 准教授 

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戸惑いや抵抗感が、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。 

※新型コロナウイルスの感染拡大が収束していない場合、グループによる話し
合いを行わず、終始講義形式とする。 

・ 「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、今後、どのような実践と結びつけられるかを考える。
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。 

※新型コロナウイルスの感染拡大が終息していない場合、グループによる話し
合いを行わず、終始講義形式とする。 

・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について学ぶ
・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考える。

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 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に選択して受講する領域 

講習名 積極的な生徒指導を支える教員の資質・能力とは 

会場・教室 宮崎公立大学 研究講義棟（501 中講義室（予定）） 定 員 30 名 

開設日時 2021 年 8 月 12 日（木） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 25日（水）】 

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：中堅教諭等 
※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 客員教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 
元宮崎県教育委員会指導主事、元宮崎県教育委員会主任指導主事、元宮崎県教育委員会教育事務所長、

元宮崎大宮小学校長 など 

講習内容 

児童生徒の問題行動等が深刻化する中で、すべての児童生徒の健全育成を目指す、積極的な生徒指導を
可能とする、教員の資質 ・能力について考える。講習内容としては、生徒指導の意義と機能、児童生徒理
解の理論と方法、いじめ問題への対応、懲戒と体罰の基本的な考え方等を取り上げるとともに、生徒指導
（教育指導）の根幹である、遵法精神 （コンプライアンス）に関する法規演習も取り入れるなど、実践的
な講習を行う。 

到達目標 
生徒指導の意義と機能、児童生徒理解の理論と方法、いじめ問題への対応、懲戒と体罰の基本的な考え

方等を理解するとともに、生徒指導を支える教育法規の認識を深め、コンプライアンスに裏打ちされた生
徒指導力の向上を図ることができる。 

計画と内容 

【午前の部】 
9:00～12:00 

うち、20 分休憩 

１ 生徒指導の意義と機能 
・生徒指導の意義と機能を理解する。

２ 児童生徒理解の理論と方法 
・児童生徒理解の理論と方法を理解する。

３ いじめ問題への対応 
・いじめ問題の現状及び対応の在り方を理解する。
・いじめ問題解決に向けての課題を協議する。

12:00～13:00 昼食休憩 

【午後の部】 
13:00～16:00 

うち、20 分休憩 

４ 懲戒と体罰の基本的な考え方 
・懲戒と体罰の基本的な考え方を理解する。
・懲戒と体罰の事例を通して、生徒指導と教育法規との関連を協議する。

５ 生徒指導と教育法規との関連 
・生徒指導に関連する問題について、法規演習を行う。

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 生徒指導提要（文部科学省 平成２２年３月） 

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 宮崎県教育関係者必携（令和２年版）を持参する。
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（101 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021 年 8 月 16 日（月） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2021年 8月 19日（木）】 

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 教授） 授業形態 対面講義 

講師の職歴等 ― 

講習内容 
本講習の前半では、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４技能の効果的な指導方法について考える。受講者からの意見や質問を取り入れた講習を計
画しているので、積極的な参加が望まれる。 

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 
４技能の効果的な指導法について学び、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 講座で配布された資料 

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 
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令和３年度 教員免許状更新講習シラバス（授業計画書） 
選択領域：受講者が任意に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（102 大講義室（予定）） 定 員 40 名 

開設日時 2021 年 8 月 17 日（火） 9:00～17:00（講習時間：６時間） 【予備日：2020年 8月 22日（日）】 

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 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 元広島県立安西高等学校教諭、元広島県立千代田高等学校豊平分校教諭 など 

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。(講義、演
習)

・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。(講義、演習)
・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。（講義、演習）
・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。（講義、
演習）

・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 筆記試験・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 受講票、IC レコーダー（講義内容を録音するため）、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 （教科書の一部でも可能）、英語詩、英語歌詞など、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。 
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