
□教員免許更新講習のための事前学習のご案内□ 

 

以下は、講座担当教授により推薦された図書及び参考ウエブサイトの一覧です。 

図書は、指定教科書ではありませんので、ご購入の必要はありませんが、機会がありまし

たらご一読下さい。講習内容をより良く理解する事ができます。もちろん、講習後に参照

する事も有益です。 

 

□必修講座：子どもの発達と生活の変化 

 

【子どもの発達と脳科学】 講師：澤口 俊之 

 

澤口 俊之『幼児教育と脳』（文春新書、1999 年） 

澤口 俊之『「やる気脳」を育てる：子どもの脳がぐんぐん育つ』（小学館、2012 年） 

澤口 俊之『「学力」と「社会力」を伸ばす脳教育』（講談社＋α新書、2009 年） 

澤口 俊之『発達障害の改善と予防：家庭ですべきこと、してはいけないこと』 

（小学館、2016 年） 

 

 

【子どもの生活の変化】 講師：林 猛 

 

阿部 彩『子どもの貧困－日本の不公平を考える』（岩波新書、2008 年） 

阿部 彩『子どもの貧困Ⅱ－解決策を考える』（岩波新書、2014 年） 

渡辺 由美子『子どもの貧困 未来につなぐためにできること』（水曜社、2018 年） 

 

 

【教員としての子ども観・教育観】 講師：松本 多加志 

 

小柳 和喜雄他『新教師論 学校の現代的課題に挑む教師力とは何か』 

（ミネルヴァ書房、2014 年） 

小島 弘道他『教師の条件 授業と学校をつくる力（改訂版）』（学文社、2016 年） 

諏訪 哲二『間違いだらけの教育論』（光文社、2009 年） 

 

 

  



□選択必修講習Ａ：国際理解と異文化理解教育 

 

【国際理解について】 講師：和田 賢治 

 

森山 至貴『LGBT を読みとく：クィア・スタディーズ入門』（筑摩書房、2017 年） 

風間 考・河口 和也『同性愛と異性愛』（岩波書店、2010 年） 

 

 

【国際理解言語としての英語の多様性】 講師：林 大輔 

 

松延 岑生「ニホン英語」（本名信行編『アジアの英語』、くろしお出版、1990、257-286） 

日野 信行「国際英語と日本の英語教育」（小寺茂明・吉田晴世編著『英語教育の基礎知

識』、大修館書店、2005 年、11-34） 

Crystal, David (2003)English as a Global Language, 2nd ed., Cambridge University 

Press 

 

 

【異文化理解教育について】 講師：ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾄﾗﾝﾌﾞﾘｰ 

 

エリン・メイヤー著、田岡 恵監修、樋口 武志翻訳『異文化理解力―相手と自分の真意

がわかる ビジネスパーソン必須の教養』（英治出版、2015 年） 

G.ホフステード,G.J ホフステード,M.ミンコフ著『多文化世界―違いを学び未来への道を

探る 原書第 3 版』（リーブル出版、2013 年） 

 

 

  



□選択必修講座Ｂ：学校における危機管理上の課題 

 

【学校組織上の対応と危機管理】 講師：齋藤 英男 

 

渡邉 正樹『緊急確認！学校危機対策・頻発 36 事案』（ムック、2014 年） 

田中 正博・佐藤 晴雄『教育のリスクマネジメント―子ども・学校を危機から守るため

に』（時事通信出版局、2013 年） 

 

 

【問題行動の対処と危機管理】 講師：成瀬 雄一 

 

［小・中学校の先生］ 

大久保 賢一『3 ステップで行動問題を解決するハンドブック：小・中学校で役立つ応用

行動分析学』（学研教育みらい、2019 年） 

［全般］ 

奥田 健次『メリットの法則 行動分析学・実践編』（集英社、2012 年） 

 

 

【学校の内外における連携協力についての理解『危機管理』】 講師：野村 和 

 

大阪教育大学附属池田小学校『学校における安全教育・危機管理ガイド』（東洋館出版社、

2017 年） 

清水 奈穂『犯罪から園を守る・子どもを守る 今すぐできる園の防犯ガイドブック』（メ

イト、2018 年） 

 

 

  



□選択講座１：自己表現力をはぐくむ指導力の向上 

 

【「日本のうた」子どもたちの未来に歌い継がれてゆくうた～童謡・唱歌に心をよせて～】

講師：芳野 道子 

 

藍川 由美『これでいいのか、日本のうた』（文藝春秋社、1998 年） 

 

 

【自分だけの発見を作品にしてみよう】 講師：小山 一馬 

 

サイト「Chiik!～3 分で読める知育マガジン」 

https://chiik.jp/ 

（「ライター一覧」→「小山一馬」参照） 

 

 

【子どもの体力向上と運動遊び】 講師：伴 好彦 

 

岩崎 洋子編『保育と幼児期の運動あそび』（萌文書林、2008 年） 

 

 

  



□選択講座２：幼児理解に基づく指導力の向上 

 

【幼児理解と保育教育】 講師：岡澤 陽子 

 

青木 久子『子ども理解とカウンセリングマインド』（萌文書林、2001 年） 

文部科学省『指導と評価に生かす記録』(2013 年) 

 

 

【保育者と保護者のよりよい関係を築く】 講師：本田 由衣 

 

師岡 章『保護者と保育者のいい関係 保護者支援と連携・協力のポイント』（新読書社、

2010 年） 

NPO 法人日本子育てアドバイザー協会編『親の不安を軽くする子育てアドバイス実践ノ

ート―事例から学ぶ話の聴き方・応え方』（ぎょうせい、2012 年） 

大澤 洋美『あなたならどう言う？保護者の質問こたえ方ブック』（学研教育みらい、2015

年） 

 

 

【幼少接続期の育ちを支える保育】 講師：野村 和 

 

秋田 喜代美、第一日野グループ『保幼小連携 育ちあうコミュニティづくりの挑戦』（ぎ

ょうせい、2013 年） 

小林 宏己『小１プロブレムを克服する！幼小連携活動プラン－考え方と実践アイディ

ア』（明治図書出版、2009 年） 

 

 

  



□選択講座３：教育課題解決に向けた指導力の向上 

 

【児童英語教育指導の在り方】 講師：青木 雅幸 

 

鳥飼 玖美子『国際共通語としての英語』（講談社現代新書、2011年） 

青木 雅幸『児童英語教育のための方法と技術』（南雲堂、2019年） 

乾 隆『ジョン万次郎の英会話』（Jリサーチ出版、2010年） 

 

 

【子どもの意欲・健康に関わる食生活の重要性と食育】 講師：小野 友紀 

 

小野 友紀・島本 和恵編著『保育の現場で役立つ子どもの食と栄養』アイ・ケイコーポ

レーション、2017 年） 

 

 

【教育における（情報）モラル教育と情報メディアの活用】 講師：八木 浩雄 

 

富士通エフ・オー・エム株式会社『情報モラル＆情報セキュリティ〈改訂 2 版〉』 

（FOM 出版、2018 年） 

GRECSR サイト 

 http://corp.gree.net/jp/ja/csr/ 

 

 

  



□選択講座４：豊かな人間性をはぐくむ指導力の向上 

 

【文化から見る国際社会の理解】 講師：佐々木 隆 

 

大薗 友和『世界「文化力戦争」大図解』（小学館、2008 年） 

近藤 誠一『文化外交の最前線にて』（かまくら春秋社、2008 年） 

渡辺 靖『文化と外交 パブリック・ディプロマシーの時代』（中央公論新社、2011 年） 

橋場 弦・村田奈々子編『学問としてのオリンピック』（山川出版社、2016 年） 

小川 勝『東京オリンピック：「問題」の核心は何か』（集英社、2016 年） 

 

 

【道徳的実践力の育成を重視した『道徳の時間』の指導の在り方を探る】 

 講師：松本 多加志 

 

『小学校学習指導要領道徳編（改訂版）』 

『中学校学習指導要領道徳編（改訂版）』 

日本教育方法学会編『教育方法 教育のグローバル化と道徳の「特別の教科」化』（図書

文化社、2015 年） 

 

 

【プレゼンテーション能力を高めよう】 講師：輪嶋 直幸 

 

イノベーションクラブ『話す力』（ダイアモンド社、2009 年） 

イノベーションクラブ『聴く力』（ダイアモンド社、2009 年） 

 

 

  



□選択講座５：共生の心をはぐくむ指導力の向上 

 

【教育相談の実際】 講師：成瀬 雄一 

 

小野田 正利『体験型ワークで学ぶ教育相談』（大阪大学出版会、2015 年） 

 

 

【特別支援教育の対象の理解】 講師：浅川 茂実 

 

赤木 和重『目からウロコ！驚愕と共感の自閉症スペクトラム入門』（全障研出版部、2018

年） 

発達障害情報支援センター「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）受講者用テキス

ト」（www.rehab.go.jp/ddis/発達障害に関する資料/研修資料/強度行動障害研修資料 ） 

 

 

【事例研究の実際】 講師：齋藤 英男 

 

小泉 英二・今井 五郎編『学校教育相談の事例研究（1）』（学事出版、1991 年） 

鈴木 清『生徒指導実践シリーズ〈第 6〉事例研究の方法』（文教書院、1967 年） 

学校教育相談研究所編『元気が出る事例研究”いま何ができるか”〈1〉「クラスのトラブル

メーカー」たちの事例編』（ほんの森出版、1999 年） 

 

 

  

http://www.rehab.go.jp/ddis/発達障害に関する資料/


□選択講座６：英語教育にかかわる指導力の向上 

 

【身近な英語で教材作成―文学・映画・アニメ】 講師：佐々木 隆 

 

佐々木 隆「アニメを利用した英語教材研究」 

佐々木 隆「アメリカ文化の根底：『人種のるつぼ』から『サラダボウル論』－中学校・

高等学校から大学へ」 

佐々木 隆「アメリカの源流：American Indian はどう扱われてきたか－中学校・高等学

校から大学へ」 

（以上、HP「佐々木隆研究室」http://ssk.econfn.com/ で公開） 

 

 

【句動詞理解へのアプローチ】 講師：梅田 紘子 

 

クリストファ・バーナード『句動詞の底力－「空間発想」でわかる広がる英語の世界』（プ

レイス、2013 年） 

嶋田 裕司『句動詞』〈新英文法選書５〉（大修館書店、1985 年） 

 

 

【English Workshop : Teacher Development】 講師：ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾄﾗﾝﾌﾞﾘｰ 

 

Jack C.Richards, Theodore S.Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching , Cambridge Language Teaching Library, 2014 

岡本 朗、Rocco Nigro『世界で活躍する生徒を教える英語の先生になるための本』（金風

舎） 

Harmer, Jeremy, Essential Teacher Knowledge : Core Concepts in English Language 

Teaching , Pearson ELT, 2012 

 

 

武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 

教職センター 教員免許講習担当 

http://ssk.econfn.com/

