
【e-ラーニング講習受講スケジュール】
　e-ラーニング講習は，当初の開講予定日に関わらず，以下のスケジュールで受講いただきます。

インターネット視聴期
間

修了認定試験締切
（郵送必着）

講習の合否決定通知

日程（予定）

修了認定試験web公開
日

※試験は公開日からダウ
ンロード可能です。解答
期間は公開日から締切ま

での期間です。

e-ラーニング（第２期）

8月11日（火）～9月 7日（月）

9月 8日（火）～

9月18日（金）

10月中旬

e-ラーニング（第１期）

7月11日（土）～8月10日（月）

8月11日（火）～

8月21日（金）

9月中旬



【必修】
第１期～第２期　e-ラーニング講習

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月13日(土)
米澤　好史
添田　久美子 【必修】教育の最新事情１

6月14日(日)
米澤　好史
添田　久美子 【必修】教育の最新事情２

7月11日(土)
舩越　勝
米澤　好史 【必修】教育の最新事情３

7月12日(日)
舩越　勝
米澤　好史 【必修】教育の最新事情４

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

8月11日(火)
宮橋　小百合
米澤　好史 【必修】教育の最新事情５

8月12日(水)
宮橋　小百合
米澤　好史  【必修】教育の最新事情６

8月17日(月)
添田　久美子
村上　凡子 【必修】教育の最新事情７

8月18日(火)
添田　久美子
村上　凡子 【必修】教育の最新事情８

8月19日(水)
宮橋　小百合
則定　百合子 【必修】教育の最新事情９

8月20日(木)
宮橋　小百合
則定　百合子 【必修】教育の最新事情１０

米澤　好史
添田　久美子

米澤　好史
添田　久美子

e-ラーニング
（第１期）

e-ラーニング
（第２期）8月11日～9月7日

必修

必修

【変更前】 【変更後】

7月11日～8月10日

講習名

【必修】教育の最新事情５

【必修】教育の最新事情６

【必修】教育の最新事情８

【必修】教育の最新事情７

【必修】教育の最新事情９

【必修】教育の最新事情１０

講習名

【必修】教育の最新事情１

【必修】教育の最新事情２

【必修】教育の最新事情３

【必修】教育の最新事情４



【選択必修】
第１期～第２期　e-ラーニング講習

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月13日(土) 吉岡　いずみ

6月14日(日) 吉岡　いずみ

7月11日(土) 吉岡　いずみ

7月12日(日) 吉岡　いずみ

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月13日(土) 越野　章史

6月14日(日) 越野　章史

7月11日(土) 越野　章史

7月12日(日) 越野　章史

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

8月11日(火) 西川　一弘

8月12日(水) 西川　一弘

8月17日(月) 西川　一弘

8月18日(火) 西川　一弘

8月20日(木) 村田　和子

選択必修 【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解 西川一弘
e-ラーニング
（第２期）

西川一弘【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解選択必修
7月11日～8月10日

8月11日～9月7日
選択必修 【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領 越野　章史

e-ラーニング
（第２期）

e-ラーニング
（第１期）

【変更後】【変更前】

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

講習名

8月11日～9月7日

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

講習名

講習名

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解



【選択】
第１期　e-ラーニング講習

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月7日(日) 吉野　孝 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】人に話したくなるインターネットの仕組み 吉野　孝

6月7日(日) 辻　伸幸 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】小学校英語教育の基礎基本はこれで大丈夫 辻　伸幸

6月20日(土) 阿部　英之助 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】フィールドワークを通した子どもの学び 阿部　英之助

6月20日(土) 加藤　みゆき 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】食生活と健康 加藤　みゆき

6月21日(日) 海津　一朗 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】ほんとうに怖い紀伊半島の歴史 海津　一朗

6月21日(日) 武田　鉄郎 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】小中学校・高等学校における特別支援教育 武田　鉄郎

6月21日(日) 阿部　英之助 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】フィールドワークを通した子どもの学び 阿部　英之助

7月4日(土) 浜畑　圭吾 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】平家物語と地域伝承 浜畑　圭吾

7月4日(土) 武内　龍伸 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】子どもの健康問題と学校での支援のあり方を考える 武内　龍伸

7月5日(日) 木田　浩嗣 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】理科に関する最近のトピックに学ぶ 木田　浩嗣

7月5日(日) 泉　健 7月11日～8月10日
e-ラーニング
（第１期）

選択 【選択】日本人の音楽的感性を知る 泉　健

【変更前】 【変更後】

【選択】日本人の音楽的感性を知る

【選択】小学校英語教育の基礎基本はこれで大丈夫

【選択】フィールドワークを通した子どもの学び

【選択】食生活と健康

【選択】ほんとうに怖い紀伊半島の歴史

【選択】小中学校・高等学校における特別支援教育

講習名

【選択】人に話したくなるインターネットの仕組み

【選択】フィールドワークを通した子どもの学び

【選択】平家物語と地域伝承

【選択】子どもの健康問題と学校での支援のあり方を考える

【選択】理科に関する最近のトピックに学ぶ



【選択】
和歌山大学会場　第２期　対面講習

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月7日(日) 谷口　知美 8月11日(火) 和歌山大学 選択 【選択】子どもの貧困と学力 谷口　知美

8月11日(火) 三品　英憲 8月11日(火) 和歌山大学 選択 【選択】中国社会と日本社会－比較史の射程 三品　英憲

8月11日(火)
森岡　郁晴
宮井　信行

8月11日(火) 和歌山大学 選択 【選択】感染症と食中毒、学校保健データの分析・まとめ方
森岡　郁晴
宮井　信行

7月4日(土) 吉田　雅章 8月12日(水) 和歌山大学 選択 【選択】現代社会と民法 吉田　雅章

8月12日(水) 西倉 実季 8月12日(水) 和歌山大学 選択 【選択】社会調査の技法 西倉 実季

8月12日(水)
村田　順子
今村　律子

8月12日(水) 和歌山大学 選択 【選択】学校生活における児童・生徒の健康と安全
村田　順子
今村　律子

8月12日(水) 松山　哲也 8月13日(木) 和歌山大学 選択 【選択】英作文指導に生かす意味論の話 松山　哲也

8月13日(木) 島津　俊之 8月13日(木) 和歌山大学 選択 【選択】地域の変貌を解明する手法 島津　俊之

8月13日(木) 古賀　庸憲 8月13日(木) 和歌山大学 選択 【選択】マクロ生物学（動物対象） 古賀　庸憲

8月13日(木) 林　修 8月13日(木) 和歌山大学 選択
【選択】体育の好きな子どもを育てる小学校体育科の授業づく
り

林　修

8月13日(木) 山﨑　由可里 8月13日(木) 和歌山大学 選択 【選択】ノーマライゼーション 山﨑　由可里

8月18日(火) 千田　まや 8月13日(木) 和歌山大学 選択 【選択】ドイツの子どもの本から学ぶ 千田　まや

【変更前】 【変更後】
講習名

【選択】子どもの貧困と学力

【選択】中国社会と日本社会－比較史の射程

【選択】感染症と食中毒、学校保健データの分析・まとめ方

【選択】現代社会と民法

【選択】社会調査の技法

【選択】学校生活における児童・生徒の健康と安全

【選択】英作文指導に生かす意味論の話

【選択】地域の変貌を解明する手法

【選択】マクロ生物学（動物対象）

【選択】体育の好きな子どもを育てる小学校体育科の授業づくり

【選択】ノーマライゼーション

【選択】ドイツの子どもの本から学ぶ



【選択】
第２期　e-ラーニング講習

当初講習日 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月20日(土) 戸來　知子 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】学校教育における生徒指導・教育相談 戸來　知子

8月11日(火) 加藤　芳伸 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】食べ物と健康 加藤　芳伸

8月12日(水) 加藤　芳伸 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】食べ物と健康 加藤　芳伸

8月13日(木) 村上　凡子 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】児童虐待への対応を考える 村上　凡子

8月17日(月) 大橋　直義 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】日本古典文学研究の現在 大橋　直義

8月17日(月) 伊澤　真佐子 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】自己の生き方についての考えを深める道徳教育 伊澤　真佐子

8月18日(火)
松井　徹
村田　頼信 8月11日～9月7日

e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】ものづくりのための設計と最新のメカトロニクス技術
松井　徹
村田　頼信

8月18日(火)
内海　みよ子
上松　右二
山口　雅子

8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択
【選択】小児生活習慣病予防・メディアと脳・性的マイノリ
ティへの対応

内海　みよ子
上松　右二
山口　雅子

8月21日(金) 彦次　佳 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】生涯スポーツの考え方とニュースポーツ実践 彦次　佳

8月21日(金) 森下　順子 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】現代の親理解と親との関係づくり 森下　順子

8月7日(金) 加藤　弘 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】行動観察実践講座　子どもを見守る基礎 加藤　弘

8月7日(金) 辻　伸幸 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】小学校英語教育の基礎基本はこれで大丈夫 辻　伸幸

8月19日(水) 土居　夏樹 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】教義と実践―弘法大師空海の思想を通して― 土居　夏樹

8月19日(水) 豊田　充崇 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】明日からできる　情報モラル指導実践講座 豊田　充崇

8月20日(木) 加藤　弘 8月11日～9月7日
e-ラーニング
（第２期）

選択 【選択】行動観察実践講座　子どもを見守る基礎 加藤　弘

【変更前】 【変更後】

【選択】食べ物と健康

【選択】食べ物と健康

【選択】児童虐待への対応を考える

【選択】日本古典文学研究の現在

【選択】自己の生き方についての考えを深める道徳教育

講習名

【選択】学校教育における生徒指導・教育相談

【選択】小学校英語教育の基礎基本はこれで大丈夫

【選択】教義と実践―弘法大師空海の思想を通して―

【選択】明日からできる　情報モラル指導実践講座

【選択】行動観察実践講座　子どもを見守る基礎

【選択】ものづくりのための設計と最新のメカトロニクス技術

【選択】小児生活習慣病予防・メディアと脳・性的マイノリティへの対
応

【選択】生涯スポーツの考え方とニュースポーツ実践

【選択】現代の親理解と親との関係づくり

【選択】行動観察実践講座　子どもを見守る基礎



【選択】

当初講習日 開催場所 講習名 担当講師 講習日 開催場所 領域 講習名 担当講師

8月7日(金) 熊野高等学校 【選択】波のふしぎ 三好　邦男 8月8日（土） 熊野高等学校 選択 【選択】波のふしぎ 三好　邦男

8月17日(月) 熊野高等学校 【選択】幼児・児童・生徒と行う防災教育 此松　昌彦 8月12日（水） 熊野高等学校 選択 【選択】幼児・児童・生徒と行う防災教育 此松　昌彦

8月18日(火) 熊野高等学校 【選択】整数に潜む数学の探究 田川　裕之 8月8日（土） 熊野高等学校 選択 【選択】整数に潜む数学の探究 田川　裕之

8月18日(火) 熊野高等学校 【選択】「課題のある子」を支援する 谷尻　治 8月8日（土） 熊野高等学校 選択 【選択】「課題のある子」を支援する 谷尻　治

8月19日(水) 熊野高等学校
【選択】システム論からみた学校・児童福祉臨床：教師対
応力向上のために

衣斐　哲臣 8月11日（火） 熊野高等学校 選択
【選択】システム論からみた学校・児童福祉臨床：教師対応力
向上のために

衣斐　哲臣

8月19日(水) 新宮高等学校 【選択】暮らしの中のサイエンス 木村　憲喜 8月11日（火） 熊野高等学校 選択 【選択】暮らしの中のサイエンス 木村　憲喜

8月19日(水) 新宮高等学校 【選択】幼児と自然との関わりを豊かにする保育 高橋　多美子 8月11日（火） 熊野高等学校 選択 【選択】幼児と自然との関わりを豊かにする保育 高橋　多美子

8月20日(木) 新宮高等学校 【選択】教材の魅力に迫る国語科授業づくり 丸山　範高 8月12日（水） 熊野高等学校 選択 【選択】教材の魅力に迫る国語科授業づくり 丸山　範高

8月20日(木) 新宮高等学校 【選択】現代社会と民法 吉田　雅章 8月8日（土） 熊野高等学校 選択 【選択】現代社会と民法 吉田　雅章

8月21日(金) 新宮高等学校 【選択】発達障害のある子どもと家族への支援について 竹澤　大史 8月12日（水） 熊野高等学校 選択 【選択】発達障害のある子どもと家族への支援について 竹澤　大史

【変更前】 【変更後】

田辺会場　第２期　対面講習



【必修】

　開講中止以外の講習については，現時点では予定通りの開講となっておりますが，今後e-ラーニング講習への変更，もしくは開講中止となる場合がございます。

当初講習日 担当講師 開催場所 領域 講習名 担当講師

10月17日（土）
舩越　勝
米澤　好史

10月17日（土） 和歌山大学 必修 【必修】教育の最新事情１１
舩越　勝
米澤　好史

10月18日（日）
舩越　勝
米澤　好史

10月18日（日） 和歌山大学 必修 【必修】教育の最新事情１２
舩越　勝
米澤　好史

【選択必修】

　開講中止以外の講習については，現時点では予定通りの開講となっておりますが，今後e-ラーニング講習への変更，もしくは開講中止となる場合がございます。

当初講習日 担当講師 開催場所 領域 講習名 担当講師

10月17日（土） 越野　章史 10月17日（土） 和歌山大学 選択必修  【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領 越野　章史

10月17日（土） 藤田　直子 10月17日（土） 和歌山大学 選択必修 【選択必修】学力向上と授業改善 藤田　直子

10月18日（日） 越野　章史 10月18日（日） 和歌山大学 選択必修 【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領 越野　章史

10月18日（日） 村田　和子 10月18日（日） 和歌山大学 選択必修 【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解 村田　和子

【変更前】 【変更後】

【変更前】 【変更後】

【必修】教育の最新事情１２

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

【選択必修】学校・家庭・地域の連携、協力についての理解

和歌山会場　第３期　対面講習

和歌山会場　第３期　対面講習

講習名

講習名

【必修】教育の最新事情１１

【選択必修】学校をめぐる状況変化と学習指導要領

【選択必修】学力向上と授業改善



【選択】

　開講中止以外の講習については，現時点では予定通りの開講となっておりますが，今後e-ラーニング講習への変更，もしくは開講中止となる場合がございます。

当初講習日 担当講師 開催場所 領域 講習名 担当講師

10月3日（土） 江利川　春雄 10月3日（土） 和歌山大学 選択 【選択】英語授業改善のあの手この手 江利川　春雄

10月3日（土） 本山　貢 10月3日（土） 和歌山大学 選択 【選択】楽しく学ぶ小児から大人の肥満解消法 本山　貢

10月3日（土） 古井　克憲 10月3日（土） 和歌山大学 選択 【選択】教育者のための社会福祉概論 古井　克憲

10月3日（土） 竹林　明 10月3日（土） 和歌山大学 選択 【選択】チャレンジプログラムを通じたチームビルディング 竹林　明

10月4日（日） 西山　尚志 10月4日（日） 和歌山大学 選択 【選択】幾何の話題から 西山　尚志

10月4日（日）
山本　奈美 
今村　律子 
村田　順子

10月4日（日） 和歌山大学 選択 【選択】小学校家庭科の授業づくり
山本　奈美 
今村　律子 
村田　順子

10月4日（日） 三好　邦男 10月4日（日） 和歌山大学 選択 【選択】波のふしぎ 三好　邦男

10月4日（日） 森崎　雅好 10月4日（日） 和歌山大学 選択 【選択】悲嘆の心理学　～主体性を支援する視点～ 森崎　雅好

10月11日（日） 岩野　清美 10月11日（日） 和歌山大学 選択 【選択】主体的・対話的で深い学びと社会科の授業づくり 岩野　清美

10月11日（日） 富田　晃彦 10月11日（日） 和歌山大学 選択 【選択】宇宙を感じよう 富田　晃彦

10月11日（日） 永沼　理善 10月11日（日） 和歌山大学 選択 【選択】造形基礎（立体） 永沼　理善

10月11日（日） 片渕　美穂子 10月11日（日） 和歌山大学 選択 【選択】授業に活かすヨーガ 片渕　美穂子

10月11日（日） 村上　凡子 10月11日（日） 和歌山大学 選択 【選択】児童虐待への対応を考える 村上　凡子

【変更前】 【変更後】

【選択】英語授業改善のあの手この手

【選択】楽しく学ぶ小児から大人の肥満解消法

【選択】教育者のための社会福祉概論

【選択】チャレンジプログラムを通じたチームビルディング

【選択】幾何の話題から

【選択】小学校家庭科の授業づくり

【選択】波のふしぎ

【選択】悲嘆の心理学　～主体性を支援する視点～

【選択】主体的・対話的で深い学びと社会科の授業づくり

【選択】宇宙を感じよう

【選択】造形基礎（立体）

【選択】授業に活かすヨーガ

講習名

和歌山会場　第３期　対面講習

【選択】児童虐待への対応を考える



【選択】

　開講中止以外の講習については，現時点では予定通りの開講となっておりますが，今後e-ラーニング講習への変更，もしくは開講中止となる場合がございます。

当初講習日 担当講師 開催場所 領域 講習名 担当講師

6月20日(土)
大政　光史
山田　崇史

10月25日（日）
近畿大学生物理

工学部
選択 【選択】豊かな住環境と科学技術

大政　光史
山田　崇史

10月25日（日） 石塚　亙 10月25日（日） 和歌山大学 選択
【選択】授業を面白くする簡単な理科の実験と「ファインマン
物理学」を読む

石塚　亙

10月25日（日） 江田　裕介 10月25日（日） 和歌山大学 選択 【選択】発達障害の理解とその教育的支援 江田　裕介

10月25日（日） 岡崎　裕 10月25日（日） 和歌山大学 選択 【選択】消費者教育を学ぶ 岡崎　裕

10月25日（日） 松長　恵史 10月25日（日） 和歌山大学 選択 【選択】道徳教育における宗教の果たす役割 松長　恵史

10月31日（土） 小関　彩子 10月31日（土） 和歌山大学 選択 【選択】倫理学入門 小関　彩子

10月31日（土） 顧　萍 10月31日（土） 和歌山大学 選択 【選択】物理学（光、熱分野） 顧　萍

10月31日（土） 泉　健 10月31日（土） 和歌山大学 選択 【選択】日本人の音楽的感性を知る 泉　健

10月31日（土） 土井　有美子 10月31日（土） 和歌山大学 選択 【選択】シンプル「食」学 土井　有美子

11月1日（日） 越野　章史 11月1日（日） 和歌山大学 選択
【選択】子ども・青年をとりまく環境変化－子どもの貧困問題
を中心に－

越野　章史

11月1日（日） 天野　雅郎 11月1日（日） 和歌山大学 選択 【選択】日常茶飯の哲学作法 天野　雅郎

11月1日（日） 小林　康宏 11月1日（日） 和歌山大学 選択
【選択】「言葉による見方・考え方」を働かせる国語授業づく
り

小林　康宏

【変更後】【変更前】

【選択】道徳教育における宗教の果たす役割

【選択】倫理学入門

【選択】物理学（光、熱分野）

【選択】日本人の音楽的感性を知る

【選択】シンプル「食」学

【選択】子ども・青年をとりまく環境変化－子どもの貧困問題を中心に
－

【選択】日常茶飯の哲学作法

【選択】「言葉による見方・考え方」を働かせる国語授業づくり

和歌山会場　第３期　対面講習

講習名

【選択】豊かな住環境と科学技術

【選択】授業を面白くする簡単な理科の実験と「ファインマン物理学」
を読む

【選択】発達障害の理解とその教育的支援

【選択】消費者教育を学ぶ



【開講中止】
【選択必修】

当初講習日 担当講師

8月19日(水) 開講中止 二宮　衆一

8月19日(水) 開講中止 藤田　直子

8月20日(木) 開講中止 二宮　衆一

当初講習日 担当講師

8月12日(水) 開講中止 藤田　直子

【選択】
当初講習日 担当講師

6月7日(日) 開講中止 川上　智博

6月7日(日) 開講中止
荒木　良一
山本　奈美 

6月7日(日) 開講中止 菅　道子

6月20日(土) 開講中止 菊川　恵三

6月20日(土) 開講中止 丁子　かおる

6月21日(日) 開講中止
荒木　良一
山本　奈美

6月21日(日) 開講中止 大元　和憲

7月4日(土) 開講中止 西山　淳子

7月4日(土) 開講中止 村瀬　浩二

7月4日(土) 開講中止
田口　善智
齋藤　貴宗

7月5日(日) 開講中止 梶村　麻紀子

7月5日(日) 開講中止 今村　隆男

7月5日(日) 開講中止 入駒　一美

【選択】幼児と児童のための造形

【選択】食と農の栄養学入門

【選択】聴いて心地よい日本語の歌い方

【選択】英語表現法

【選択】ネット型ボール運動の導入から展開

【選択】遺伝子工学の現在

【選択】生物の観察と実験

【選択】英米の食文化を考える

和歌山会場　第２期

【選択】学校保健課題解決のための保健室経営と協働の推進

【選択必修】学力向上と授業改善

【選択必修】「主体的・対話的で深い学び」をつくりだす授業づくり

【選択】平面や空間の再認識

【選択必修】学力向上と授業改善

田辺会場　第２期

和歌山会場　第１期

【選択】食と農の栄養学入門

【選択】音楽の諸要素に注目した鑑賞指導と音楽づくり

【選択】百人一首カルタを利用した国語科指導

講習名

講習名

講習名

【選択必修】「主体的・対話的で深い学び」をつくりだす授業づくり



【開講中止】
【選択】

当初講習日 担当講師

8月11日(火) 開講中止 澤村　美幸

8月11日(火) 開講中止 木曽田　賢治

8月12日(水) 開講中止 山名　仁

8月17日(月) 開講中止 井嶋　博

8月17日(月) 開講中止 寺川　剛央

8月17日(月) 開講中止
増田　匡裕
水越　正人

8月18日(火) 開講中止 山口　真範

8月18日(火) 開講中止 田原　淑子

8月19日(水) 開講中止 田原　淑子

8月21日(金) 開講中止 兵頭　俊樹

8月21日(金) 開講中止
松川　哲也 
瀧川　義浩  

8月21日(金) 開講中止
山本　衛
西手　芳明

8月21日(金) 開講中止
芦田　久
江口　陽子

【選択】
当初講習日 担当講師

8月17日(月) 開講中止 佐藤　和正

8月17日(月) 開講中止 藤田　和史

8月18日(火) 開講中止 山神　達也

8月19日(水) 開講中止 内田　みどり

8月21日(金) 開講中止 北山　秀隆

8月21日(金) 開講中止 尾上　利美

【選択】
当初講習日 担当講師

10月3日（土） 開講中止 上野　智子

10月3日（土） 開講中止 浅居　正充

10月4日（日） 開講中止 矢野　勝

11月1日（日） 開講中止 池田　拓人

和歌山会場　第２期
講習名

【選択】JUDOから柔道へ－女性もできる柔道授業－

【選択】小学校における野外活動の基礎技術

田辺・新宮会場　第２期

和歌山大学会場　第３期

【選択】都市空間を考える

【選択】社会科教師のための政治学入門

【選択】楽しい数学

【選択】外国語活動・外国語科の授業づくり

【選択】音楽療法的な視点で音楽教育を考える

【選択】小説の楽しみ

【選択】産業の立地と集中を考える

講習名

【選択】食中毒原因菌についての講習と細菌の簡易同定の実習

講習名

【選択】電磁波論と諸研究について

【選択】方言と日本語

【選択】エネルギーの科学

【選択】音楽における豊かな表現を可能にする拍節法とテンポルバート

【選択】制御技術につながる電子回路

【選択】陶芸実践講座～触れてわかる土の魅力～

【選択】友人関係と恋愛関係の理論的理解・よく出会う循環器疾患を識
る

【選択】身近な化合物：糖の生命科学最前線

【選択】耳で聴き、心でうたう演奏

【選択】耳で聴き、心でうたう演奏

【選択】イソップ寓話　―効用と多様性―

【選択】分子生物学的手法による植物DNAの解析

【選択】医療を支える工学技術・人体の構造と医療機器
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