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- 四万十 Ⅰ 【必修】教育の最新事情Ⅰ 内田 純一他 7月22日 (土) 100 全教員

- 物部 Ⅱ 【必修】教育の最新事情Ⅱ 内田 純一他 7月29日 (土) 120 全教員

- 朝倉 Ⅲ 【必修】教育の最新事情Ⅲ 内田 純一他 8月17日 (木) 300 全教員

- 朝倉 Ⅳ 【必修】教育の最新事情Ⅳ 内田 純一他 12月2日 (土) 200 全教員

- 朝倉 ① 【選択必修】学校における防災危機管理上の課題/学校を巡る近年の状況変化
原　忠

岡谷　英明
7月1日 (土) 90 全教員

- 四万十 ② 【選択必修】今後の学習指導についての理解/様々な問題に対する組織的対応の必要性
鹿嶋　真弓
俣野　秀典

7月23日 (日) 20 全教員

- 四万十 ③ 【選択必修】進路指導・キャリア教育 加藤　誠之 7月23日 (日) 80 全教員

- 四万十 ④ 【選択必修】「特別の教科　道徳」と道徳教育 森　有希 7月23日 (日) 20 小・中学校　教諭

- 物部 ⑤ 【選択必修】教育相談（いじめ・不登校への対応を含む） 杉田　郁代 7月30日 (日) 80
小・中・高・特支

教諭・養護教諭・栄養教諭

- 物部 ⑥ 【選択必修】今後の学習指導についての理解／様々な問題に対する組織的対応の必要性
楠瀬　弘哲
俣野　秀典

7月30日 (日) 30 全教員

- 物部 ⑦ 【選択必修】学校・家庭・地域の連携・協働 斉藤　雅洋 7月30日 (日) 30
小・中・高・特支

教諭・養護教諭・栄養教諭

- 朝倉 ⑧ 【選択必修】異文化理解
谷口　雅基
前西　繁成
新納　　宏

8月2日 (水) 50 全教員

- 朝倉 ⑨ 【選択必修】小学校の英語教育
多良　静也
松原　史典

長谷川 雅世
8月22日 (火) 30 小・中学校（英語）　教諭

- 朝倉 ⑩ 【選択必修】「特別の教科　道徳」と道徳教育 森　有希 8月24日 (木) 80 小・中学校　教諭

- 朝倉 ⑪ 【選択必修】今後の学習指導についての理解/学校を巡る近年の状況の変化
鹿嶋　真弓
鈴木　康郎

8月29日 (火) 90 全教員

- 朝倉 ⑫ 【選択必修】学校現場におけるICT活用
道法　浩孝
北川　晃

9月9日 (土) 40 全教員

- 朝倉 ⑬ 【選択必修】連携・協力のための人間関係/学校における危機管理上の課題
金山　元春
來　節子

12月9日 (土) 80 全教員

◎ 朝倉 1 【選択】権利･平等・自由･義務･伝統の教え方 原崎  道彦 6月10日 (土) 40 小・中(社会）・高（公民）　教諭

◎ 朝倉 2 【選択】音楽解剖学講座～諸要素の研究と楽曲分析 前田　克治 6月10日 (土) 20 小・中・高（音楽）　教諭

◎ 岡豊 3 【選択】学校メンタルヘルス
永野　志歩
西田　拓洋

6月10日 (土) 90 小・中・高　教諭・養護教諭

物部 4 【選択】やさしい農業実験
山根　信三
尾形　凡生

6月10日 (土) 10 中・高（農業・理科）　教諭

朝倉 5 【選択】English Communication: The Intersection of Language and Culture
Darren Lingley
(ﾀﾞﾚﾝ･ﾘﾝｸﾞﾘｨ)

6月10日 (土) 20 高（英語）　教諭

◎ 朝倉 6 【選択】声楽基礎(発声・合唱・合唱指揮) 小原　浄二 6月17日 (土) 20 小・中・高（音楽担当）　教諭

物部 7 【選択】森林、その生態と資源利用
後藤　純一
塚本　次郎

6月17日 (土) 10 中・高　教諭

朝倉 8 【選択】小学校家庭科におけるＩＣＴの効果的な活用方法 小島　郷子 6月17日 (土) 12 小(家庭科担当）　教諭

◎ 朝倉 9 【選択】植物を素描する 土井原　崇浩 6月17日 (土) 12 中・高（美術）　教諭

朝倉 10 【選択】トポロジー入門 下村　克己 6月17日 (土) 20 中・高（数学）　教諭

朝倉 11 【選択】中学・高校の家庭科で考えたい現代の家族とジェンダー 森田　美佐 6月17日 (土) 10
中・高（家庭科）

教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 12 【選択】木工芸・工作の基本と小品制作 吉光　誠之 6月24日 (土) 6 小・中・高（美術・工芸）　教諭

◎ 朝倉 13 【選択】保育の場で応用できる基礎的なカウンセリングの考え方と技法 玉瀬　友美 6月24日 (土) 20 幼　教諭・養護教諭・栄養教諭

物部 14 【選択】農芸化学における遺伝子組換え技術の基礎から応用まで
大西　浩平

加藤　伸一郎
6月24日 (土) 20

小・中・高
教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 15 【選択】中学校理科指導のヒントⅡ（化学・地学領域）
蒲生　啓司
赤松　直

6月24日 (土) 16 小・中・高（理科）　教諭

◎ 朝倉 16 【選択】数の世界 佐藤　淳郎 6月24日 (土) 5 中・高（数学）　教諭

◎ 朝倉 17 【選択】中学校理科指導のヒントⅠ（物理・生物領域）
國府  俊一郎

伊谷　行
7月1日 (土) 18 中（理科）　教諭

◎ 朝倉 18 【選択】漢字の基本知識の再確認 玉木  尚之 7月1日 (土) 30 小・中・高・特支（国語）　教諭

◎ 物部 19 【選択】海洋生物の有効利用と持続可能な生産
足立　亨介

大島　俊一郎
7月1日 (土) 15 高（水産）　教諭

朝倉 20 【選択】動物の分類と系統 遠藤　広光 7月1日 (土) 15 高（理科・生物担当）　教諭

◎ 朝倉 21 【選択】フランチャイズ経営の多面的な分析
伊丹　清

深山　誠也
中川　香代

7月8日 (土) 30 高（商業）　教諭

◎ 岡豊 22 【選択】養護－子どもが発する身体的・精神的サインへの対処法－
久保田  賢
久川　浩章
永野　志歩

7月8日 (土) 48 小・中・高　養護教諭

◎ 朝倉 23 【選択】小学校・図画工作科における指導上のポイント 金子  宜正 7月8日 (土) 20 小（図画工作担当）　教諭

◎ 朝倉 24 【選択】グラフ理論入門 山口　俊博 7月8日 (土) 10 小・中・高（数学）　教諭

◎ 朝倉 25 【選択】東洋と西洋の人間観・自然観 原崎  道彦 7月15日 (土) 30 小・中・高（社会科・公民）　教諭
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◎ 朝倉 26 【選択】知的障害児の理解と指導・支援 喜多尾　哲 7月15日 (土) 50
全学校種

教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 岡豊 27 【選択】特別支援教育/小児の疾患予防・慢性疾患・心理発達
藤枝　幹也
久川　浩章
脇口　明子

7月15日 (土) 100
小･中

教諭・養護教諭

物部 28 【選択】植物の生存戦略　－化学兵器を使う植物たち－ 手林　慎一 7月15日 (土) 24
小・中・高・特支

（生物・化学・農業担当）　教諭

朝倉 29 【選択】方言の消長——高知方言「ぜよ」を事例として 上野　智子 8月8日 (火) 50 小・中・高　教諭

◎ 朝倉 30 【選択】言語活動を取り入れた古典指導 吉田　茂樹 8月15日 (火) 20 小・中・高（国語）　教諭

◎ 朝倉 31 【選択】世界の諸民族の音楽からポピュラー音楽への展開 高橋  美樹 8月16日 (水) 15 小・中・高・特支(音楽)　教諭

◎ 朝倉 32
【選択】中高数学科における問題解決の授業を目指して
―今日的な授業改善の方向性―

服部　裕一郎 8月16日 (水) 20 中・高（数学）　教諭

◎ 朝倉 33 【選択】子どものダンス・表現・フィットネス 常行　泰子 8月16日 (水) 12
小・中・高・特支（体育・

保健体育担当）　教諭・養護教諭

朝倉 34 【選択】スマホやSNSの世界の仕組みとe-Learningシステム 三好 康夫 8月16日 (水) 20 中・高（情報）　教諭

◎ 朝倉 35 【選択】南海地震に備える
岡村　眞

松岡  裕美
8月18日 (金) 150

全学校種
教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 36 【選択】文章を読むための日本語文法 岩城　裕之 8月18日 (金) 30 中・高・特支（国語）　教諭

朝倉 37 【選択】日本画を描いてみよう 野角　孝一 8月21日 (月) 10 中・高（美術）　教諭

◎ 朝倉 38 【選択】自然環境と生活環境を考える 原田  哲夫 8月21日 (月) 50
小・中・高(理科・家庭・保健体育等)

 教諭・養護教諭

◎ 朝倉 39 【選択】剣道授業のつくり方（剣道指導法） 矢野　宏光 8月22日 (火) 15 中・高（保健体育）　教諭

◎ 朝倉 40 【選択】南海地震に備える
岡村　眞

松岡  裕美
8月22日 (火) 150

全学校種
教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 41 【選択】教科書の古文教材・教材研究および授業化の観点 武久　康高 8月22日 (火) 30 中・高（国語）　教諭

◎ 朝倉 42 【選択】生活と健康(保健)
駒井　説夫
幸　篤武

8月23日 (水) 25
中・高（保健体育）
教諭・養護教諭

朝倉 43 【選択】身の回りの現象を数学を用いて解析する 加納　理成 8月23日 (水) 30 中・高（数学）　教諭

朝倉 45 【選択】鉄道の比較史 柳川  平太郎 8月23日 (水) 20 小・中（社会）・高（地歴）　教諭

◎ 朝倉 46 【選択】わが国における社会的養護の現状 三ッ石　行宏 8月24日 (木) 20 幼・小・中・高　教諭

◎ 朝倉 47 【選択】小学校外国語活動担当者のための英語発音トレーニング 多良　静也 8月25日 (金) 20 小　教諭

◎ 朝倉 48 【選択】数学をつくる活動をめざした算数の教材開発と学習指導 中野　俊幸 8月25日 (金) 20 小　教諭

◎ 朝倉 49 【選択】学習障害の特性理解と指導 鈴木　恵太 8月29日 (火) 140
小・中・高・特支
教諭・養護教諭

◎ 岡豊 50 【選択】肥満症・糖尿病・喘息・インフルエンザ・性行為感染症・HIVについて
武内  世生
西山　充

大西　広志
8月30日 (水) 90

全学校種
教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 51 【選択】小学校体育のこれからの取組み 宮本　隆信 8月30日 (水) 10 小（体育担当）　教諭

朝倉 52 【選択】新しい特別支援教育の展開 是永　かな子 8月31日 (木) 100
全学校種

教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 53 【選択】英文法理論を考える 松原  史典 9月2日 (土) 30 小・中・高（英語）　教諭

◎ 朝倉 54 【選択】保育者のキャリア形成と保育実践について考える 川俣　美砂子 9月2日 (土) 20 幼　教諭

◎ 朝倉 55 【選択】電気回路設計，コンピュータ計測・制御における教材開発 道法  浩孝 9月2日 (土) 10
中（技術）・高（工業）

 教諭

朝倉 56 【選択】ピアノ奏法の理解と実践 宮田　信司 9月9日 (土) 20 小・中・高（音楽）　教諭

岡豊 57 【選択】健康と看護

池内　和代
森木　妙子
山脇　京子
齋藤　美和

9月9日 (土) 10 高（看護）　教諭

◎ 朝倉 58 【選択】生徒のメタ認知を基盤としたアクティブラーニング型理科授業の提案 草場　実 9月23日 (土) 4 中・高（理科）　教諭

◎ 朝倉 59 【選択】小学校理科指導のヒント 中城　滿 9月30日 (土) 20 小　教諭

◎ 朝倉
変更
44

【選択】中学校理科指導のヒントIV（物理・化学領域）
普喜　満生
西脇　芳典

11月11日 (土) 16 中（理科）　教諭

◎ 朝倉 60 【選択】南海地震に備える
岡村　眞

松岡  裕美
11月11日 (土) 150

全学校種
教諭・養護教諭・栄養教諭

◎ 朝倉 61 【選択】熱帯地域の環境と生活 遠藤　尚 11月25日 (土) 10 中（社会）・高（地理）　教諭

朝倉 62 【選択】日中異文化の交流について 周　雲喬 12月9日 (土) 30 小・中　教諭

◎ 朝倉 63 【選択】西洋美術の鑑賞と表現 中村　るい 12月9日 (土) 15 中・高（美術担当）　教諭

朝倉 64 【選択】日本国憲法７０年の歩み 藤本  富一 12月9日 (土) 20 中・高（社会・公民）　教諭

◎ 朝倉 65 【選択】体つくり運動と器械運動の教材づくり 神家　一成 12月16日 (土) 20
小・中・高・特支（体育・保健体育）

教諭

朝倉 66 【選択】歴史から見える中国の現在 吉尾　寛 12月16日 (土) 10 小・中（社会）・高（地理歴史）　教諭

　◎　同一講習（開催年月日の異なる同名講習または同一内容の講習）の受講は二重履修となり履修証明書の発行はできません。
　　　既に履修済みの講習がある方はご注意ください。
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