
早稲田大学教員免許更新講習受講者 各位

早稲田大学 教職支援センター

教員免許更新講習事務局

2021 年度 早稲田大学教員免許更新講習 受講案内

この度は早稲田大学教員免許更新講習にお申込みいただき、誠にありがとうございます。本受講案内に

て、講習当日の各種ご案内および講習内容の詳細につきましてご確認くださいますようお願い申し上げま

す。

１． 受講準備

各講習のシラバス（講義内容詳細）をご確認の上、教科書の指定がある場合は、講習前に入手するよう

お願いいたします（「参考図書」は、講習内容をより理解する補助的要素であり、必須ではありません）。

また、講習受講時に必ずご持参いただく「受講票」につきましては、教員免許更新講習システム

（https://www.kousinkousyu.jp/waseda-univ/l/l020cir/siteTop/browse.action）から

印刷し、予めご準備ください。受講票は受講する講習ごとに印刷する必要があります。受講時お

よび認定試験受験時に必ず携行してください（顔写真を貼付する必要はありません）。受講票の印

刷手順につきましては、マニュアル(教員免許更新講習受講票出力手順）をご覧ください。

https://www.waseda.jp/fedu/tec/wotl/registration 講習申込 ４．受講

※受講に際して、特別な配慮を必要とされる方は、必ず、前もって教員免許更新講習事務局まで

メール等でご連絡ください。メールアドレス等の連絡先はこの受講案内の末尾をご参照ください。

２． 講習当日のご案内

各講習の開始時刻、終了予定時刻につきましては、「シラバス」をご覧ください。各講習会場とも講習開

始 30 分前に開場いたします。会場内は原則として全席座席指定を予定しております。講習開始前までに

ご着席ください。各講習会場は、以下の【講習会場一覧】をご参照ください。遅刻は認められませんので、

時間には余裕をもってお越しください。

【講習会場一覧】

＜必修講習＞

※講習内容、時間割は「シラバス」に記載しています。

講習日 講習

記号

講習名称 担当講師 講習

会場

8 月 2 日(月) 8021 【必修領域】教育の最新事情

小松 茂久

佐藤 隆之

本田 恵子

河村 茂雄

14 号館 2 階

201 教室



＜選択必修講習＞

※講習内容、時間割は「シラバス」に記載しています。

＜選択講習＞

※講習内容、時間割は「シラバス」に記載しています。

※講習会場は変更になる場合があります。

講習日 講習番号 講習名称 担当講師 講習会場

8 月 4 日

(水)

8041 学級力を育てる授業づくり・集団づくり 田中 博之 14-101 教室

8042 生徒指導・キャリア教育の実践と課題
三村 隆男

藤平 敦
14-401 教室

8043 博士タイプの発達障害の理解と対応 本田 恵子 14-604 教室

8044 国語教育の課題と創造
幸田 国広

熊谷 芳郎
14-102 教室

8045

21世紀のポピュラー・ミュージックから学

ぶアメリカの多様性－－人種、ジェンダ

ー、セクシャリティ

佐久間 由梨 14-501 教室

8046
言語習得に影響を与える学習者要因、

個人差要因に関して

マキュワン

麻哉
14-505 教室

8047 戦争とジャーナリズム 野中 章弘 14-502 教室

8048
数学教育を科学する－主体的・対話的

で深い学びに向けて－
宮川 健 14-514 教室

8049 現代自然科学の現状
高木 秀雄

園池 公毅
14-515 教室

講習日 講習番号 講習名称 担当講師 講習会場

8 月 5 日

(木)

8051
「主体的・対話的で深い学び」の授業づ

くりと学習評価
田中 博之 14-101 教室

8052
学校マネジメントの視点から見た学校教

育

三村 隆男

遠藤 真司

小山 利一

高橋 あつ子

羽入田 眞一

細谷 美明

岡田 芳博

14-514 教室

講習日 講習

記号

講習名称 担当講師 講習

会場

8 月 3 日(火) 8031

【選択必修領域】

学習指導要領の改訂と動向等

学校における危機管理上の課題

岡田 芳廣

武沢 護

14 号館 2 階

201 教室



8053
校内授業研究の改革－ワークショップ

型研修の充実－
小林 宏己 14-505 教室

8054 教育思想に学ぶ 藤井 千春 14-501 教室

8055 地域社会と生涯教育

雪嶋 宏一

濱中 淳子

坂内 夏子

14-515 教室

8056 文学とことば

福家 俊幸

和田 敦彦

五味渕 典嗣

14-102 教室

8057
発音指導およびスピーキング指導の理

論と実践
折井 麻美子

16-507PC 教室

16 号館での実施と

なります

8058
ヨーロッパの近現代史（各国の比較から

考える）
小森 宏美 14-401 教室

講習日 講習番号 講習名称 担当講師 講習会場

8 月 6 日

(金)

8061 通常の学級における特別支援教育 高橋 あつ子 14-604 教室

8062
道徳ワークショップを取り入れた 2時間

小単元の授業開発と評価
田中 博之 14-501 教室

8063
図画工作・美術科教育の学習指導（講

義・演習）
大泉 義一 14-515 教室

8064 学校教育の歴史－日本と西洋－
藤井 千春

湯川 次義
14-102 教室

8065 タブレット端末の授業活用 三尾 忠男
14-503 視聴覚教

室

8066 身近な映像を用いて教材を自作する 吉田 雅之

16-507PC 教室

16 号館での実施と

なります。

【その他、講習当日の注意事項】

１）講習当日は、原則として受講者ごとに座席を指定させていただく予定です。また、文部科学省より、本

人確認を確実に行うことを求められております関係上、特に多人数が受講する講習においては、出欠

席の確認は受講申込書に貼付された写真を用いた写真照合により確認を行う予定です。予めご了承

ください。

２）遅刻は原則として認められません。また、諸事情により止むを得ず遅刻した場合も、30分経過以降の

入室はお断りいたします。

３）食事や飲料水につきましては、ご持参いただくことをお勧めいたします。通常教室内は飲食可能です。

PC教室については原則、飲食をお断りしております。本学周辺の飲食店等もご利用いただけます。

11号館1階のコンビニエンス・ストアは開店しています。

４）自然災害等により、当学の判断が①講習開始時間を遅らせる②延期③開催中止といった措置をとる



場合があります。一部の講習が延期となった場合は、開催日を9月5日（日）として調整する予定です。

このような事態が生じた場合は、随時教員免許更新講習システム（WEB）等で周知します。

３． 認定試験

認定試験は各講習内で行われます。認定試験は厳正な態度で臨んでください。以下、ご注意ください。

(1) 受講票は、必ず携行し、試験中は机上に置いてください。

(2) 筆記用具は、鉛筆またはシャープペンシルを使用してください。

(3) アラーム機能および音声機能付きの時計は機能を解除しておいてください。

なお、テキストや参考資料の持ち込みの可否については「シラバス」をご覧ください。

(4) スマートフォン・携帯電話・PHS等は電源を切り、カバン等にしまってください。時計としての使用は認

めません。

(5) 「耳せん」は監督員の指示等が聞き取れないことがありますので、使用は認めません。

(6) 文房具・時計等の貸し出しは行っていません。

(7) 答案を完成した場合でも試験終了まで原則として退室できません。

(8) 試験終了後、答案が全て揃っていることの確認を行います。試験終了後すぐの退室はできません。

監督員の指示に従って退室してください。

４． 認定試験結果

・認定試験結果については、受講（または修了）証明書などを、ご登録いただいたご住所に、9月29日まで

にお送りいたします。

・認定試験の結果に関するお電話によるお問い合わせはお受けできません。

５． 事後評価入力のお願い
教員免許更新講習システム（WEB）より、8月31日（火）までに入力してください。

６． 傷害保険・損害保険について

教員免許状更新講習主催者として、教員免許状更新講習のための保険には加入しておりません。特に

フィールドワークにおける野外活動を伴う講習参加者は各自で傷害保険等にご加入ください。

７． お問合せ先

すべてのお問い合わせについては、メールまたは、お電話にてお問い合わせください。土日祝日および

大学一斉休業期間（8月7日～16日の間）は、お問い合わせへの回答が遅くなることがあります。あらかじめ

ご了承ください。

早稲田大学教職支援センター 教員免許更新講習事務局

E-mail: wotl-info@list.waseda.jp

ホームページ：https://www.waseda.jp/fedu/tec/wotl

電話：03-3208-1142（平日17:00～22:00、土・日、祝日は休み）

講習期間（8月2日～6日）専用電話番号：03-3232-3599（9：00～17:00）

以 上



【交通アクセス】

・各講習は、一部の講習を除き、早稲田キャンパス１４号館で行われます。各キャンパスへは公共交通

機関でお越しください。

早稲田キャンパス会場案内図

住所 169-8050 新宿区西早稲田 1-6-1

ＪＲ 山手線 高田馬場駅から徒歩 20 分

西武線 西武新宿線 高田馬場駅から徒歩 20分

地下鉄東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩 5 分

副都心線 西早稲田駅から徒歩 17分

学バス 高田馬場駅 - 早大正門 10 分

都電 荒川線 早稲田駅から徒歩 5 分

14 号館・16 号館

3 号館


