
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2020.6.12現在

10001 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

インターネット等 6時間 8月1日 6,000円 170 6月18日 7月18日
令02-
10084-
100982号

10002 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

インターネット等 6時間 7月25日 6,000円 170 6月18日 7月11日
令02-
10084-
100984号

10003 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 7月18日 6,000円 44 6月18日 7月4日
令02-
10084-
100985号

令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

科目CD 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

受講料 受講人数
受講者募
集期間
（終了）

認定番号
受講者募
集期間
（開始）

開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

科目CD 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

受講料 受講人数
受講者募
集期間
（終了）

認定番号
受講者募
集期間
（開始）

開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

10004 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 7月25日 6,000円 94 6月18日 7月11日
令02-
10084-
100986号

10005 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 8月1日 6,000円 63 6月18日 7月18日
令02-
10084-
100987号

10006 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 8月22日 6,000円 77 6月18日 8月8日
令02-
10084-
100988号
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

科目CD 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

受講料 受講人数
受講者募
集期間
（終了）

認定番号
受講者募
集期間
（開始）

開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

10007 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 9月5日 6,000円 94 7月20日 8月22日
令02-
10084-
100989号

10008 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 9月26日 6,000円 94 7月20日 9月12日
令02-
10084-
100990号

10009 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

奄美会場（奄美
市）

6時間 11月14日 6,000円 15 7月20日 10月31日
令02-
10084-
100991号
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令和２年度(第３回)認定
免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

科目CD 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

受講料 受講人数
受講者募
集期間
（終了）

認定番号
受講者募
集期間
（開始）

開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

10010 【必修】教育の最新事情

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

前田　晶子（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
杉原　薫（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
髙谷　哲也（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
平野　拓朗（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
濱沖　敢太郎（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
假屋園　昭彦（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
有倉　巳幸（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
今林　俊一（学術研究院法文教育学域教育学系教授）
下木戸　隆司（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
稲垣　勉（学術研究院法文教育学域教育学系講師）
出口　英樹（学術研究院総合科学域総合教育学系准教授）
森藤　悦子（学術研究院法文教育学域教育学系特任講師）
田口　康明（鹿児島県立短期大学　商経学科教授）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 11月21日 6,000円 77 7月20日 11月7日
令02-
10084-
100992号

10011
【必修】教育の最新事情（幼
稚園教諭向け）

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
日澤　俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 9月21日 6,000円 94 7月20日 9月7日
令02-
10084-
100983号

10012
【必修】教育の最新事情（幼
稚園教諭向け）

前半では、日本の教育政策や世界の教育の動向について
現在の知見を紹介、また、教員としての子ども観、教育観等
についての省察の意義について考える。後半では、子ども
の発達に関して脳科学や心理学において明らかにされてい
ることに基づき、LDなどの発達障害について概説、また、子
どもを取り巻く環境の多様化を踏まえた上で、学級経営や
キャリア教育のあり方について考える。

島　義弘（学術研究院法文教育学域教育学系准教授）
日澤　俊夫（教育学部附属幼稚園副園長）

郡元キャンパス
（鹿児島市）

6時間 8月29日 6,000円 94 6月18日 8月15日
令02-
10084-
100993号
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