
2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

○国の教育政策

○海外の授業研究と教育動向

8月7日
○子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新知見

教室

（特別支援教育に関するものを含む）

２号館４F
2-406

○子どもの生活の変化を踏まえた課題

12:30～13:30 (60分) 昼　食

○子ども観、教育観等についての省察

○教育的愛情、倫理観、遵法精神その他教員に対する社会的要請の強い事柄

○多様化に応じた学級づくりと学級担任の役割

15:40～16:10 (30分) テスト

16:10～16:20 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習

８月７日（土）

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

時　間

8:45～8:55

9:00～10:20 (80分)
嘉数健悟
人文学部
准教授

10:25～12:30 (125分)

吉川麻衣子
人文学部

教授

13:30～15:35 (125分)

池間生子
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。

「教育の最新事情」必修講習（６時間）

必修科目時間割



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:00 (60分) 教育の情報化　〜目的と事例〜

8月9日 10:10〜11:10 (60分) 情報モラルと情報セキュリティ

教室
11:20〜12:20 (60分) 改めて「GIGAスクール構想」を読んでみる

3号館2F
3-208

12:20〜13:20 (60分) 昼　食

13:20～14:20 (60分)
「GIGAスクール構想」に向けて
- インターネットプロトコルやLANを改めて確認する -

14:25～15:45 (80分)
「GIGAスクール構想」に向けてクラウド活用
- Microsoft 365, Google Workspace等-

15:55〜16:35 (40分) テスト

16:35〜16:45 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択必修科目時間割

８月９日（月）

「教育の情報化とICTの活用」　選択必修講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

八幡幸司
経法商学部

准教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:00 (60分) キャリア教育の現状　―日本と世界の動向を知る―

10:05～11:05 (60分) キャリア教育の現状　―いま、学校の内外では―

8月9日 11:10～11:40 (30分)
キャリア教育に望まれること ―学校教育から仕事
へのつながりー

教室
11:40～12:10 (30分) テスト（学校教育から仕事へ）

3号館3F
3-306

12:10～13:10 (60分) 昼　食

13:10～14:10 (60分) モティベーションとは何か　―条件整備の大切さ―

14:15～15:15 (60分) チームワークとは何か　－タテとヨコの役割分担－

15:20～16:00 (40分) ワーク：自分のこれまで・いま・これから

16:00～16:30 (30分) テスト(モティベーションとチームワーク）

16:30～16:40 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択必修科目時間割

８月９日（月）

「チームワークとモティベーションを考える－キャリア教育を念頭に－」
選択必修講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

島袋隆志
経法商学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:30 (90分) 子どもを取り巻く環境の変化

8月9日 10:40～12:10 (90分) 学校教育の現状と課題

教室
12:10～13:10 (60分) 昼　食

3号館3F
3-305

13:10～14:10 (60分) 学習指導要領の変遷

14:20～15:20 (60分) 新学習指導要領の趣旨とその実施

15:30～16:30 (60分) テスト

16:30～16:40 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択必修科目時間割

８月９日（月）

「学校の変化と学習指導要領」　選択必修講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

黒木義成
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:40 (100分) 喫煙をはじめとする未成年問題行動の現況

8月13日 10:40～12:00 (80分) 禁煙教育と未成年禁煙治療の実際

教室
12:00～13:00 (60分) 昼　食

本館1F
H-102

13:00～15:00 (120分) 救急蘇生法，BLSの実技（グループによる講習）

15:10～16:10 (60分) 実技テスト　及び　ペーパーテスト

16:10～16:20 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択科目時間割

８月１３日（金）

「いのちの輪を育てる保健教育・指導」　　選択講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

山代　寛
健康栄養学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:30 (90分)
教育現場に活かすレクリエーション活動の体験学習
【体育館】

8月13日 10:40～12:10 (90分)
遊びが運動になるスポーツ・レクリエーションプロ
グラムの体験学習（テスト込）【H-101】

教室
12:10～13:00 (50分) 昼食休憩

体育館 13:00～14:30 (90分) ボッチャ競技体験実習【体育館】

本館1F
H-101

14:40～16:10 (90分)
体育・スポーツ教育におけるアダプテッド・スポー
ツの意義（テスト込）【H-101】

16:15～16:25 (10分) 事後評価アンケート

【持ち物及び服装】

・持ち物・・・体育館シューズ

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択科目時間割

８月１３日（金）

「体育授業で活かす：スポーツ・レクリエーションとアダプテッド・スポーツ」
選択講習（６時間）

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。

時　間

8:45～8:55

宮本晋一
人文学部

教授

中山健二郎
人文学部

講師

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

・服装・・・体育館でのプログラムにおいて少し体を動かし汗をかく可能性がありますので、汗をかいても
よい服装もしくは、適宜着替えをご持参ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～11:00 (120分) 子どもの貧困とはなにか

8月18日 11:10～12:10 (60分) 子どもの貧困に関するグループワーク

教室
12:10～13:00 (50分)

3号館3F
3-306

13:00～14:30 (90分) 子どもの貧困に関する政策論

14:40～15:40 (60分) 子どもの貧困政策論に関するグループワーク

15:50～16:20 (30分) テスト

16:20～16:30 (10分) 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択科目時間割

８月１８日（水）

島村　聡
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。

「子どもの貧困問題の理解と支援」選択講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

山野良一
人文学部

教授

昼　食



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:20 (80分） 児童期における第二言語（英語）習得理論

8月18日 10:25～11:55 (90分） 第二言語として身につけるべき英語能力とは

教室
11:55～13:00 (65分）

3号館3F
3-305

13:00～13:55 (55分） 外国語指導者に必要な資質能力について

14:00～14:55 (55分） 外国語授業における「歌」の役割と指導方法

15:00～15:55 (55分） 指導の実際（演習）

16:00～16:40 (40分） 筆記テスト

16:40～16:45 (5分） 事後評価アンケート

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習

天久大輔
人文学部

講師

                         　昼食

上原周子
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

選択科目時間割

８月１８日（水）

「英語教育の基礎知識－指導者に求められる理論と実践－」
選択講習（６時間）

時　間

8:45～8:55

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:20 (80分) 家庭環境の不安定さが子どもに与える影響

8月19日 10:30～12:00 (90分)
メンタルヘルスの観点からの子ども支援
発達障害と愛着障害の類似点と相違点

教室
12:00～13:00 (60分) 昼食

3号館3F
3-305

13:00～14:30 (90分) スクールソーシャルワークの理論と実際

14:40～16:00 (80分) グループワークによる事例演習

16:10～16:30 (20分) テスト

16:30～16:40 (10分) 事後評価アンケート

時　間

8:45～8:55

名城健二
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択科目時間割

８月１９日（木）

「多様なニーズを持った子どもの理解と家庭環境の不安定さが子どもの将来のメンタルヘルスに与える影響
を考える～スクールソーシャルワークと精神保健の視点から～」選択講習（６時間）

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。



2021年6月29日現在

日程・(教室) 内　　容 担当者

受　付
教職支援
センター

9:00～10:30 (90分) 物語文の読みの指導過程

8月19日 10:40〜12:10 (90分) 小学校教材「お手紙」の指導

教室
12:10～13:10 (60分) 昼　食

3号館3F
3-306

13:10〜14:10 (60分) 中学校教材「故郷」の指導

14:20〜15:20 (60分) 主題と理想

15:30〜16:30 (60分) テスト

16:30〜16:40 (10分) 事後評価アンケート

※教室や講習内容が変更になる場合もございますのでご了承ください。

時　間

8:45～8:55

喜屋武政勝
人文学部

教授

講習時間は文科省に認定された時間となっていますので、遅刻・早退されますと、履修認定証明書が発行で
きません。

お時間には余裕を持って、早めにお越しください。

2021年度　沖縄大学　教員免許更新講習
選択科目時間割

８月１９日（木）

「小中学校の国語の授業づくりのために（物語文「お手紙」「故郷」を例に）」
選択講習（６時間）


