
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

新潟工科大学
【選択】生徒指導・教育相談の知と
心－理論と実践を学ぶ－

　本講習は、予防的・開発的生徒指導、また育てる生徒指導の立
場に立ちます。児童生徒が、「21世紀を生き抜く力」として必要な
人間関係形成能力や自己更新する力を育成する手立てを演習を
交えながら考察していきます。また、いじめ・不登校・発達障がい
のある児童生徒の集団適応についても検討していきます。
　本講習では、教育とカウンセリングを兼ね揃えた視点から、演習
を交えて生徒への指導支援を予防的・開発的・問題解決的に考え
ていきます。

稲垣　応顕（上越教育大学大学院学校教育研究
科教授）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年10月29日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503981号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学 【選択】うっかりミスや危険の防止

　教職者にとってミスの防止や危険の回避は極めて切実な問題で
す。更には、災害時の避難ではミスは絶対に許されず、喫緊の対
応の仕方が求められると同時に、USBメモリーや答案の紛失・盗
難、成績情報の流出、食物アレルギー児童への対応、体育授業で
の事故、障害児への配慮と対処等々”難問山積状態”とも言えるよ
うです。種々の関連する事例紹介と共に、そこから”見つけられる
ヒントや解決策”を画像等を用いて分かり易く解説します。

原　利昭（副学長） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年10月29日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 50人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503982号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】電気・情報通信のトピック
スあれこれ

　現代の私達は、多くの電気製品に囲まれ、情報通信ネットワーク
を介して色々な情報を享受しています。本講習では、この電気・情
報通信分野の発展に貢献した主要な発明・発見をエピソードを交
えて紹介します。また、この分野において、身近で知っておきたい
事柄や知識（例えば、電気とは？発電機の仕組みとは？情報と
は？携帯電話通信の仕組みとは？等）について解説します。

中島　繁雄（副学長） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年10月29日 教諭

中学校（理科・技
術）、高等学校
（理科・情報・工

業）教諭

6,000円 30人
平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503983号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】学級づくりに生かす話合い
活動指導の基礎と応用

　学級づくりに生かす話合い活動の在り方、指導方法について考
察する。学習指導要領・指導要録、子どもの現状等を踏まえた指
導を考える基礎編と、「学級の課題解決に向かう子どもの自主的
活動」や「折り合う所を探りながら深まっていく話合い」を取り上げ
る応用編に分ける。応用編では授業ビデオを使って子どもと教師
の動きを分析したり、活動づくりのエクササイズをしたりする。

橋本　定男（高崎経済大学非常勤講師） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月4日 教諭 小・中学校教諭 6,000円 30人
平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503984号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】アジア諸国の小学校英語
教育事情

　アジア諸国における小学校英語教育事情について、ＤＶＤ視聴を
まじえながら講義します。さらに、国内の小学校英語教育につい
て、これまでの経緯を簡単に説明し、近い将来教科化が検討され
ていることを念頭に、特に小学校におけるフォニックスを初めとす
る文字指導についてお話しします。

北條　礼子（上越教育大学大学院学校教育研究
科教授）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月4日
教諭

養護教諭

幼稚園、小学校、
中学校（英語）、
高等学校（英

語）、 養護教諭

6,000円 30人
平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503985号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学 【選択】日本近代とアジア世界

 　5～7世紀の日本、14～15世紀の西ヨーロッパに、それぞれの近
代の特性の原型を探る。日本文化についてはそれに更に、中世、
近世精神の重なりを観察する。日本近代化の政治過程を、幕末か
ら明治、大正、昭和前期、後期（戦後）をたどりながら、それぞれの
時期の日本とアジア世界、欧米世界との接触の様相を、政党論、
政治社会学、国際関係論等の諸学問的観点から検討する。

判澤　純太（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月4日 教諭
中学校（社会）・高
等学校（地理歴
史・公民）教諭

6,000円 15人
平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503986号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】特別支援教育の基本的理
解（教育課程・指導法）

　インクルーシブな教育を含む特別支援教育の理念やその対象と
なる子どもの障害特性、特別な教育的ニーズに対応する教育課程
編成、教育課程の要となる自立活動の指導等について概説する。
その上で｢チーム学校｣の観点から、子どもの実態把握や目標設
定の方法等、個別の指導計画作成の手続き等について細述する
とともに、子どものライフステージを見すえ、個別の教育支援計画
を通した機関連携のあり方等についても言及する。

笠原　芳隆（上越教育大学大学院学校教育研究
科准教授）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月5日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503987号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】基礎からわかる原子・原子
核の世界

  ミクロの世界の不思議な現象の例を挙げ、マクロの世界とは異な
る物理法則の発見への歴史を説明する。はじめに光や電子の示
す二重性について、また、物質を構成する結晶の規則性を示し、
それを調べる方法であるＸ線回折について述べる。次に、原子構
造の研究の歴史を述べ、元素の周期律表の起源等について説明
する。原子核の性質と原子核崩壊や核分裂について説明し、崩壊
や核分裂による放射線の種類、物理的性質や生物学的影響につ
いて概説する。

柿沼　藤雄（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月5日 教諭
中学校（理科）・高
等学校（理科）教

諭
6,000円 15人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503988号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学 【選択】脳科学の「知」と「心」

　本講義では、人間の脳について、生物学的見地と教育学的見地
の両面から扱います。前者においては、脳の形成過程、脳機能、
脳の不思議、脳の病気と加齢による変化、脳と心について、後者
においては、乳幼児期の脳の発達、早期教育と脳、学習と記憶の
脳科学、言語と読書の脳科学について、研究資料や具体的事例
を用いながら講じます。

高橋　均（新潟大学理事・副学長）
小久保　美子（新潟大学副学長）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月12日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503989号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】英語の歴史をたどる－英
語史の基本－

　印欧語族の１つである英語がどのように印欧祖語から現代英語
に変化してきたかを概観し、併せて、I は何故大文字なのか、と
いったような生徒が興味を持ちそうな英語の疑問を歴史的に考察
します。内容は、１．印欧祖語から英語へ、２．古英語の特徴、３．
中英語の特徴、４．音韻変化、５．疑問考察、を予定しています。

小山　良一（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月12日 教諭
中学校(英語）・高
等学校（英語）教

諭
6,000円 20人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503990号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】学校とユニバーサルデザ
イン

　ユニバーサルデザインは、幼児教育から大学まで様々な領域で
活用され、効果を上げています。本講習では、平易な言葉で分か
り易い授業、年齢・学年に応じた飽きない話し方や効果的プレゼン
テーション、幼児向けの誤解を生まない話し方と教え方、苦情や集
団不適応生徒達への対応等のあり方も含め、デジタル教育時代
に即したユニバーサルデザインの活用方法及び考え方や対応方
法等を説明致します。

原　利昭（副学長） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月25日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 50人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503991号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

受講料 受講人数 受講者募集期間 認定番号 電話番号 ＵＲＬ

平成２９年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

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

平成２９年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種 主な受講対象者

新潟工科大学 【選択】近年の大気環境課題

　近年の大気環境課題として、パリ協定の発効により世界的展開
が進みつつある地球温暖化問題、水俣条約により地域環境問題
とともに地球規模での環境汚染物質としての対応が進められよう
としている水銀問題、光化学オキシダントによる広域越境汚染問
題、中国の大都市で高濃度が報道されており長距離越境移流も
懸念されている微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による健康影響などを
取り上げ、これらの現状と課題について解説する。

福崎　紀夫（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月25日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503992号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学 【選択】歴史の名著を読む

　歴史のいくつかの名著の内容を具体的に紹介すると同時に、そ
の名著が対象としている地域や時代背景、さらには執筆された当
時の時代背景や執筆の動機を概観し、そして過去および現在にお
けるこの著作に対するさまざまな見解を解説し、それぞれの名著
に対する理解をいっそう深めることを目的とする。

根村　亮（工学部教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月25日 教諭
中学校（社会）・高
等学校（社会）教

諭
6,000円 15人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503993号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学 【選択】学習と記憶の心理学

　記憶の仕組みやそのはたらきを学び、記憶理論の視点から学習
活動、学習指導について考えます。人の記憶の構造や記憶の過
程から、「覚える」、「忘れる」だけでなく、「理解する」「考える」「でき
る」など、学習と深く関わる様々な事象について、認知心理学的に
とらえます。

橋本　圭子（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月26日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 50人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503994号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】幼保小連携と接続期カリ
キュラム

　幼児教育と小学校教育の共通点や相違点から始まり、まずは、
子ども主体・体験活動中心・幼保小連携重視の生活科の教科特
性について学んでいただく。そして、新入児童の小学校生活への
「適応」を促す目的の接続期カリキュラム（アプローチカリキュラム
＆スタートカリキュラム）について、映像や様々な実践例に基づき
ながら、今後の幼保小連携のあり方について展開する。

木村　吉彦（上越教育大学大学院学校教育研究
科教授）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年11月26日 教諭
幼稚園、小学校

教諭
6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503995号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】学校関係訴訟に学ぶ（いじ
め、暴力、体罰、教師の過労死）

　学校で重大な被害を発生させた事件、とりわけいじめ、暴力、体
罰、教師の過労死などの事件・事故について、訴訟が提起された
事例のうち、代表的判例をとりあげ、研修用に作成した判決資料
を用いて、学校・教師の過失として判定された内容、対応の問題
や課題を確認する作業を、事例ごとに繰り返します。

梅野　正信（上越教育大学大学院学校教育研究
科教授）

新潟県柏崎市 6時間 平成29年12月2日
教諭

養護教諭
全教諭・養護教諭 6,000円 30人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503996号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp

新潟工科大学
【選択】数学に関する質問とその
背景の数学

　これまで、学生や一般の方から受けた数学に関する質問のうち、
歴史的に興味深いものや、見た目より難しい話などを取り上げ、そ
の経緯や背景の数学について解説する。今回は、ベクトル、対数
とе、及び斜円錐の側面積の話をする予定である。

竹野　茂治（工学部准教授） 新潟県柏崎市 6時間 平成29年12月2日 教諭
高等学校（数学

科）教諭
6,000円 15人

平成29年4月16日～
平成29年5月15日

平29-30297-
503997号

0257-22-8102 http://www.niit.ac.jp
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