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教員免許状更新講習　予備講習の実施について

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　
平成２０年７月２３日

教員免許状更新講習　予備講習の実施について

　平成２１年度から始まる教員免許更新制の円滑な実施に向けて、今年度、文部科学

省が実施する「免許状更新講習プログラム開発委託事業」を受け、広島大学では、予備

講習「特別支援教育の理論と実際」を、７月２６日（土）に東広島キャンパスで実施しま

す。

 

　本予備講習の実施要項は別紙のとおりです。 

　広島大学では、予備講習の実施について、教育委員会を通じて各学校に周知すると

ともに、本学ホームページ上で６月末まで受講希望者を募集しました。

  応募状況

・ 定員５０人に１００人以上から応募があり、全員受講していただくことに決定

しました。

・ 募集対象を、特別支援学校の先生や特別支援学級を担当する先生としまし

たが、講習内容にＬＤ（学習障害）等が含まれていることもあって、通常学級

を担当されている先生からの申し込みも多くありました。

・ 広島県内のみならず、北海道など、遠方からの応募も多くあり、「特別支援

教育」が現職教員にとって重要な領域であることが伺えます。

  開設科目・スケジュール等

講習会場：教育学研究科 Ｋ棟 １０２講義室 

8:30- 8:55 受付

9:00- 9:15　 オリエンテーション

9:15-10:15 特別支援教育制度について

10:30-11:30 視覚障害教育の理論と実際

11:30-12:30 昼休憩

12:30-13:30 聴覚障害教育の理論と実際

13:45-14:45 知的障害教育の理論と実際

15:00-16:00 肢体不自由・病弱教育の理論と実際

16:15-17:15 ＬＤ等、重複障害教育の理論と実際

17:25-17:40 予備講習受講者評価書等の記述

   

※取材に際してのお願い 

　予備講習を円滑に実施するため、講義室内における取材につきましては、９

時〜９時１０分の間でお願いします。

 

【お問い合わせ先】 

広島大学教育室　担当：中山 

電話：０８２−４２４−５７９６ 

メール：kyoiku-senmon＠office.hiroshima-u.ac.jp 

（＠は半角@に置き換えた上、送信してください。）
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平成20年度広島大学教員免許状更新講習予備講習実施要項

 
　広島大学では文部科学省の「免許状更新講習プログラム開発委託事業」を受け，免

許状更新講習の試行講習を実施します。

  １．概要・趣旨

　広島大学は，教員養成に関して，長い歴史と伝統を有し，西日本のキーステーショ

ン大学として優れた人材育成に貢献しているところですが，特に特別支援教育の分

野においては，大学院教育学研究科特別支援教育学講座が特別支援学校の教員

養成を担っているほか，全学組織としてアクセシビリティセンター（＊１）も設置され，

障害のある学生の修学支援に努めています。 

　広島大学では，文部科学省の「免許状更新講習プログラム開発委託事業」を受け

て，本予備講習によって免許状更新制の実施における障害のある受講者への支援

の方法を検討します。 

　平成23年３月31日が修了確認期限の方（＊２）で本予備講習の修了者は，免許状

更新講習に必要な３０時間のうち，６時間（教科指導・生徒指導その他教育の充実

に関する事項）の受講が免除される予定です。

* １　障害の有無や身体特性，年齢や言語・文化の違いに関わらず，利便性を

誰もが享受できる豊かな社会創りを標榜するセンター 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/achu/index.html

* ２　昭和30年４月２日〜昭和31年４月１日，昭和40年４月２日〜昭和41年４月

１日，昭和50年４月２日〜昭和51年４月１日が生年月日の方が対象となりま

す

  ２．実施者

　広島大学

  ３．受講対象者

　本予備講習の趣旨を理解してくださる，特別支援学校，特別支援学級，通級によ

る指導教室等を担当する現職の教諭を対象とします。

  ４．開設日

　平成20年７月26日（土）

  ５．開設講座・開設科目及び日程

１） 開設講座名 

区　分：教科指導，生徒指導その他教育の充実に関する事項 

講座名：『特別支援教育の理論と実際』 

   

２） 開設科目及び日程等

８時30分 

　〜８時55分
　受付

９時00分 

　〜９時15分
　オリエンテーション

９時15分 

　〜10時15分

　特別支援教育制度について 

　（広島大学大学院教育学研究科　落合俊郎）

10時30分 

　〜11時30分

　視覚障害教育の理論と実際 

　（広島大学大学院教育学研究科　小林秀之）

11時30分 

　〜12時30分
　昼休憩

12時30分 

　〜13時30分

　聴覚障害教育の理論と実際 

　（広島大学大学院教育学研究科　林田真志）

13時45分 

　〜14時45分

　知的障害教育の理論と実際 

　（広島大学大学院教育学研究科　若松昭彦）
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15時00分 

　〜16時00分

　肢体不自由・病弱教育の理論と実際 

　（広島大学大学院教育学研究科　木舩憲幸）

16時15分 

　〜17時15分

　LD等,重複障害教育の理論と実際 

　（広島大学大学院教育学研究科　川合紀宗・木舩憲幸）

17時25分 

　〜17時40分
　予備講習受講者評価書等の記述

  ６．定員

　50名 

　　定員を超えた申し込みがあった場合は，原則として定員を超えた受講は許可し

ません。その場合の受講者の選考は，本予備講習の趣旨を達成できるように対応さ

せていただきます。 

  ７．会場

　広島大学東広島キャンパス

  ８．受講料

　受講料は徴収しません。ただし，資料代や教材費が必要な場合は受講者に負担し

て頂く場合があります。
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