
仙台大学 【選択】スポーツバイオメカニクス

走・跳・投をはじめ、スポーツにおける各種運動動作をバイオメカ
ニクス的観点から解説する。具体的には、各種運動動作の成り
立ちやその力学的メカニズムについて考え、合理的な技術指導
やトレーニング方法を論述する。

宮西　智久（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月9日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 15人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】応急手当

本講習では、講義後に実習し、実際に使える処置方法を習得しま
す。
AEDは、実際に使用する場面の紹介、不整脈の種類、パッドの貼
る位置と理由などを理解後、訓練用ＡＥＤを使用した心肺蘇生法
をおこないます。
スポーツ外傷は、外傷の種類、止血方法、固定方法を学んだ後
に、簡単な処置方法の実習をします。

橋本　実（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月16日
教諭

養護教諭

中学・高等学校保
健体育科教諭およ
び養護教諭

6,000円 30人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学
【選択】コミュニケーションスキルアップのためのワー
クショップ

児童、生徒の教科指導および生徒指導など、多岐にわたる場面
において「コミュニケーション能力」の重要性が叫ばれている。
本講義ではコミュニケーションの様々な側面を分析するとともに、
豊かな人間関係の構築のために役立つコミュニケーションについ
て考える場を提供することを目的とする。

粟木　一博（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月17日
教諭

養護教諭

小・中・高等学校，
中等教育学校，特
別支援学校の

教諭および養護教
諭

6,000円 30人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】サッカー指導

サッカーの基本スキル獲得のための指導法を主たる目的としま
す。
日本サッカー協会の指導指針をベースに諸スポーツ科学を組み
入れて、より効果的な指導・コーチング方法とトレーニング方法を
提供する講習会とします。

中屋敷　眞（教授）
黒澤　尚（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年6月23日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円 20人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】バスケットボールの指導

バスケットボールの基本技術の確認と応用技術への展開を、児
童・生徒の指導を対象とした内容を中心にオフェンス及び、ディ
フェンスの関係を考慮に入れ段階的に進めていく。講義の内容は
実技を中心にしながら、講義形式も取り入れた形で行う予定であ
る。

児玉　善廣（教授）
佐藤　久夫（教授）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月8日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円 30人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】教室で学ぶ体育・スポーツ

本講義は、体育やスポーツにまつわる基礎知識の学び直しおよ
び新しい知見の提供をねらいとしています。①体育とは何か？、
スポーツとは何か？、②体育教師とスポーツ指導者の違いと
は？、③体罰・暴力はなぜいけないのだろうか？、④オリンピック
を開催するメリットとは？、⑤スポーツとの上手な付き合い方と
は？、などをテーマに講義を進めます。特に本講義では、中学
生・高校生を対象とした体育理論や保健の授業の際にも取り扱え
るような、体育・スポーツに関するトピックスも提供していきたいと
考えています。

髙橋　徹（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月21日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 15人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】トレーニングと栄養

運動・トレーニングの効果を高めるためには、適切な食事による
バランスの取れた栄養素摂取が不可欠である。なぜ、トレーニン
グの効果を高めるためには栄養が重要なのか、栄養生理学・運
動栄養学の観点から講義する。部活等におけるスポーツ栄養指
導に役立てるのみならず、学校の児童生徒全般における成長期
のあるべき食生活・栄養状態についても講義する。

早川　公康（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年7月28日
教諭

養護教諭

小、中・高等学校、
中等教育学校、特
別支援学校の

教諭および養護教
諭

6,000円 15人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】福祉用具の活用と身近な介護

高等学校学習指導要領解説（第2節保健）「（２）生涯を通じる健
康」－「（ウ）加齢と健康」には、「機能障害及び社会復帰を図るた
めのリハビリテーション・・・」があります。
その内容を踏まえ、高齢者や要介護者の心身の状況や場面に応
じた福祉用具の活用と介護方法について教授します。実際に演
習を通し、要介護者の身体的・心理的状況の理解と介護者として
配慮すべき点、介護方法や周囲の環境による要介護者の健康へ
の影響などについても考えていきます。この内容は、中学校指導
要領解説<保健分野>にも活かせる内容と考えます。

後藤　満枝（准教授）
福田　伸雄（助教）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年8月18日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 16人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】食と情報

近年、食や栄養に関する雑多な情報が世間に氾濫し、食べる側
にとって何が正しい情報なのかよくわからずに困惑している状況
が存在する。
そこで、これらの情報との向き合い方や正誤判断の際に有用なＨ
Ｐについて講義を行う。
また、受講者は実際にパソコンを用いてＨＰにアクセスし、その有
用性や活用法への理解を深める。
（「近年、食や栄養に関する・・・困惑している」という上記文章のよ
うな状況が生じている観点から、養護教諭も対象とする。）

長橋　雅人（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年8月25日
教諭

養護教諭

中学・高等学校保
健体育科教諭およ
び養護教諭

6,000円 7人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】トレーニングデザイン

生徒の体力低下の現状と問題点の把握、対応策の具体的戦略
を日本人にあったトレーニング方法について講義・討議します。さ
らに、ダイナミックウォーミングアップ、体の歪みの矯正法、重心
バランスの制御法、メディシンボール遊び、プライオメトリックス、
正しいレジスタンストレーニング、アジリティドリルを中心に、具体
的な実技の指導法について実践し、問題点や改善点について考
えて行きます。

鈴木　省三（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月1日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円 15人
平成30年4月17日～
平成30年5月7日

仙台大学 【選択】サッカー未経験者でもできるサッカー指導

サッカー未経験者が授業や部活動でサッカーを指導できるよう
に、サッカーの基本的な技術や戦術について解説し、その指導方
法を実際に体験する。また、指導の際にどのようなポイントにコー
チングを行うべきかを実技で体験しながら学ぶ。

吉井　秀邦（准教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月17日 教諭
小学校、中学校、
高等学校、中等教
育学校教諭

6,300円 25人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】ダンスの指導
創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技指導
を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践し、問題点や
改善点などを考えていく。

山梨　雅枝（講師）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月24日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保健
体育科教諭

6,300円 15人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】「わかる・できる」指導とスポーツ運動学

教師・指導者が「運動を教える」とはどのようなことなのか。コツ・
カン指導の中核となる「発生指導力」の成り立ちについて今日の
スポーツ運動学理論を用いて解説し、自得任せの指導方法との
比較・検討から問題点を探っていく。そこで不可欠となる代行分析
力については実際の運動学習体験を通して理解していく。

川口　鉄二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月29日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保健
体育科教諭

6,300円 20人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】リハビリテーション論

基本的なリハビリテーションの知識や技術を紹介し、学校教育に
おける活用について事例等を交えて解説する。特に、機能解剖
学、運動学などの基礎的な内容から、症例や事例検討など、実
際の教育場面に結びつくような講義内容で行いたい。

笠原　岳人（准教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年9月30日
教諭

養護教諭

中学・高等学校保
健体育科教諭およ
び養護教諭

6,000円 10人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間

免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種



主な受講対象者 受講料 受講人数 受講者募集期間開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 対象職種

仙台大学 【選択】剣道の指導

日本の伝統文化としての武道について概説し、学校体育におけ
る武道の変遷や剣道の学習内容について捉えていきたい。実技
では、基本動作の習得から基本打突の面打ちに至るまでの指導
内容について取り上げていきたい。

斎藤　浩二（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年10月20日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,300円 10人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】器械運動の技術と指導方法

器械運動の技の構造を確認する。マット、跳び箱、鉄棒、平均台
における演習体験を通して技の構造と指導方法の関係を理解し
ていく。また、導入段階で必要となるアナロゴンとしての準備・予
備運動や安全確保及び補助法についても実際の体験を通して理
解する。

川口　鉄二（教授）
鈴木　良太（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年10月21日 教諭
小学校教諭、中
学・高等学校保健
体育科教諭

6,300円 20人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】柔道の指導（導入と基礎）

柔道の未経験者から初段程度の受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における柔道
の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退動作、受
身）の重要性を解説し、現場での応用について解説していきま
す。
まず、それらの習得を目標とし、その伝達方法については現場で
考えられる問題点を採り上げていきながら解説していきます。

南條　充寿（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年11月25日 教諭

中学・高等学校保
健体育科教諭、講
道館柔道初段以
下の方（厳守)

6,300円 20人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】スポーツニュース論

中学校学習指導要領解説（保健体育）Ｈ体育理論１.運動やス
ポーツの多様性では、「運動やスポーツには、・・・テレビなどのメ
ディアや競技場での観戦を通して・・・多様なかかわり方があるこ
とを理解できるようにする。」とある。これを踏まえて本講義では、
「メディアとは何か」を考えることからスタートし、現在、国内外の
マスメディアが報道しているスポーツニュースの問題点を具体例
をあげながら考えていく。
また、高校学校指導要領解説H体育理論１.スポーツの歴史、文
化的特性や現代のスポーツの特徴にも活かせる内容である。

齋藤　博（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年12月1日 教諭
中学・高等学校保
健体育科教諭

6,000円 15人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

仙台大学 【選択】柔道の指導（応用）

柔道の2段以上および、授業担当（及び、部活動顧問の経験）を
経験したことのある受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における柔道
の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退動作、受
身）の確認、技術指導においては技術の選択とその伝達方法を
中心に留意点を踏まえながら解説していきます。
また、現場で考えられる授業展開の中における問題点について
検討を加えていきます。

南條　充寿（教授）
宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年12月2日 教諭

中学・高等学校保
健体育科教諭、講
道館柔道2段以上

（厳守)

6,300円 20人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日



学校種 免許職種、教科等 職務経験等

仙台大学
【選択必修】学校の組織的対応と危
機管理上の課題

様々な問題に対する組織的対
応の必要性
学校における危機管理上の課
題

学校教育における様々な問題に対応する際に、組織横断的
な対応や危機管理上の課題についての理解を深めたうえ
で、受講者同士の体験・経験を踏まえ、日常的に発生してい
る諸課題を討論する中で、「チーム学校」としての在り方、危
機管理の在り方について討議交換をしながら実践力を深め
る。

青沼　一民（教授）
大内　悦夫（教授）
井上　雅勝（教授）
久能　和夫（教授）
郡山　孝幸（教授）
末永　精悦（教授）
柴田　千賀子（准教授）
金　賢植（講師）
江口　千恵（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年11月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特別支援学校

特定しない 特定しない 6,000円 100人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

取り扱う事項
主な受講対象者

免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 受講者募集期間



仙台大学 【必修】教育の最新事情

教員に求められる最新の教育学的・心理学的・社会学的知
識の習得を目指して、各項目について専門的見地から解説
する。「教員」における今日的な課題をとりあげ、より実践的
な内容を目指して講義形式で実施する。

金井　里弥（講師）
針生　弘（教授）
荒井　龍弥（教授）
渡邊　康男（教授）
江尻　雅彦（教授）
菊地　博（教授）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年11月3日 6,000円 100人
平成30年7月17日～
平成30年8月6日

講習の期間 受講人数受講料開設者名 受講者募集期間

免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

講習の名称 講習の概要 担当講師 講習の開催地 時間数
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