
2019 年度

香川大学免許法認定公開講座

中二種免（英語）
応募要領 第1部

お問い合わせ・お申込み

香川大学教員免許状更新講習事務室 TEL：087-832-1175
FAX：087-832-1176
E-mai l：kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp



３．受講資格 次のいずれかに該当する方

①小学校教諭普通免許を有し、香川県内の小学校に勤務している教諭又は講師。

②平成28年度～30年度香川大学免許法認定公開講座(中二種免(英語))を受講された全ての方。

③香川県内の教育委員会または香川県内の学校長の推薦があり小学校で教員として英語教育に
関わる見込みがある方。

*申し込みにあたり、所属学校長や推薦者の証明が必要です。②に該当する方もあらたに証明を
受けてください。

９．受講の取り消しについて

勤務の都合などで受講ができなくなった場合は、速やかに教員免許状更新講習事務室へ、電話

(０８７－８３２－１１７５)またはメール(kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp)で連絡してください。
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１．目 的

現職の小学校教員の中学校教諭免許状（外国語（英語））取得を促進するとともに、当該講習を外
国語指導助手や英語が堪能な地域人材等の外部人材も受講可能とすることで、特別免許状教員
等の活用を促進し、指導体制の充実を図るものである。

２．会 場

香川大学幸町北キャンパス （香川県高松市幸町１番１号）

〈駐車場利用に関して〉

駐車スペースが少ないため原則は公共交通機関をご利用ください。やむを得ず駐車場を利用し
たい場合は、事務室までメールでご連絡ください。件名を【公開講座】駐車場利用申請としてくださ
い。事前にご連絡のない場合は入構できません。朝入構されますと講座修了後までは外に出られ
ません。

４．受講にあたって

１講座につき２日間受講して１単位取得(｢英語科教育法概説｣のみ４日間で２単位)。講義時間は
午前9時から16時30分を予定しています。(受付8時30分より。10分前にはお集まりください。)

５．受 講 料

徴収しません。テキスト代及び教材費等は受講者の負担とする場合があります。

６．受付期間

２０１９年６月3日（月）～２０１９年7月1日（月）

７．申し込み方法等

申込書には顔写真（上半身）を貼り付けて郵送でお送りください。推薦者署名欄に学校長または教
育委員会の証明を受けて郵送してください。FAXやメールでのお申込みは受付けておりませんの
で、ご注意ください。

８．受講にあたってのご案内

受講が決まれば、「受講許可メール」を送信します。諸案内事項はメールとHPで周知します。
kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jpからのメールが受信できるようにしてください。受講希望者が定員の
30人を超える場合は、書類審査により受講者を決定する場合があります。

応 募 要 領



No. 開設日 開設科目名
免許法施行規則に定める科目区分等

授与
単位

定員
別
8
対
応

免
許
の

種
類

教員免許状

更新講習
科 目

各科目に含める

必要事項

1
9 月 1 日
9 月 8 日 生徒指導･進路指導論 教職

生徒指導の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方

法

1 30 ○
中
二
種
免

対象外

2

8月 2 4日
8月 2 5日
9月 2 1日
9月 2 2日

英語科教育法概説 教職
各教科の指導法（情報機器及び教材の

活用を含む。）
2 30 ○

中
二
種
免
（
英
語
）

認定申請中

3
10月19日
10月20日 英文法概論 教科 英語学 1 30 ○ 認定申請中

4
12月21日
12月22日

英米文学史概論 教科 英語文学 1 30 ○ 認定申請中

5
7月 1 3日
7月 2 1日 英会話基礎 教科 英語コミュニケーション 1 30 ○ 対象外

6
9月 1 5日
9月 1 6日 日英のことばと文化 教科 異文化理解 1 30 ○

認定申請中

実施科目一覧
教員免許状更新講習として受講する場合は、別途申し込みが必要です。
申込書は香川大学のHPからダウンロードできます。
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開設科目概要

講習日時
令和 元年 9月 1日 日曜日

令和 元年 9月 8日 日曜日
担当講師 毛利 猛

概要

本講は、中学校における生徒指導、進路指導・キャリア教育の理論と方法について、生徒の社会的な自己実現に関わ

る様々な「問題」やトピックスを取り上げながら臨床教育学的に考察するものである。この講義を通して、さまざまな生徒指

導上の問題の背景、相手と状況に応じた教育的援助のあり方について学ぶことができる。

No.1 生徒指導･進路指導論 教室：教授法演習室

No.2 英語科教育法概説 教室：631講義室(LL教室)

講習日時

令和 元年 8月 24日 土曜日

令和 元年 8月 25日 日曜日

令和 元年 9月 21日 土曜日

令和 元年 9月 22日 日曜日

担当講師 中住 幸治

概要

小中高連携による英語科教育を視野に入れ、生徒の言語能力の発達を踏まえつつ、英語の5領域を個別又は統合的

に指導する上で不可欠となる教授法、教材論、指導技術、評価論等を踏まえて、講義を中心としながら一部演習活動を

取り入れて、英語教育の諸側面を論ずる。演習活動には、受講生を児童・生徒に見立ててのマイクロ・ティーチング型活

動、及び外国語活動の指導実践を通して得た問題意識の共有を前提とするグループ討議を含む。

時間割は香川大学のHPに掲載します。
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No.3 英文法概論 教室：411講義室

講習日時
令和 元年 10月 19日 土曜日

令和 元年 10月 20日 日曜日
担当講師 永尾 智

概要

本講では、<小学校＞コア・カリキュラムの「外国語に関する専門的事項（２）英語に関する背景的な知識」のうち「英語に

関する基本的な事柄」の一部、＜中学校＞コア・カリキュラムの「英語科に関する専門的事項（２）英語学」のうち「英語の

文法」について検討します。具体的には、英語という言語の成り立ちを考えるという視点で英文法を振り返り、その理解を

深めていただきます。本年度は、関係詞、話法、ほかを扱う予定です。いずれについても、「かたちが違えば意味も違う」

「かたちは同じだが意味が違う」という側面を英語の事象把握観として捉えながら、ことばと意味の相互関係の諸相を考え

ることになります。

No.4 英米文学史概論 教室：322講義室

講習日時
令和 元年 12月 21日 土曜日

令和 元年 12月 22日 日曜日
担当講師 松島 欣哉

概要

本講では、イギリス文学とアメリカ文学の主要作家を取り上げ、作品に現れる時代性・社会性・個性を概観します。文学

作品に現れている国民および作家個人の特徴を理解すると共に、原文とそれを書き直したグレイディッド・リーダーとを較

べながら、英語の基本語のイメージや英語特有の表現を知ることも目標の一部とします。

No.5 英会話基礎 教室：811講義室

講習日時
令和 元年 7月 13日 土曜日

令和 元年 7月 21日 日曜日
担当講師 ポール・バテン

概要

このクラスでは、会話を始め、維持し、終える際に必要とするスキルや方策についてまず考えてゆく。若い学習者の場

合、英語ではどうしたらいいのか？英語を上手く話し、自信を得てゆくための過程は何か？そのプロセスを、教師はどう

支援してゆけばいいのか？また、コミュニケーションの方策をどう用いたらいいのかなどの、実践的な例にも焦点をあて

る。さらに英語を教える際大切となる、教室英語についても言及したい。

No.6 日英のことばと文化 教室：631講義室(LL教室)

講習日時
令和 元年 9月 15日 日曜日

令和 元年 9月 16日 月曜日
担当講師 竹中 龍範

概要

ことばを習得する際に、そのことばと不即不離の関係にある文化を理解し、これをも体得することは言語学習の基本であ

る。この授業では、文化とはなにかを踏まえて、文化が多様であること、異文化コミュニケーションにおいてはその多様性

が反映されることを認識した上、そのうち特に言語文化と呼ばれる領域を取り上げ、日本文化、英語文化を背景に持つ

人々が接触した際に、それぞれの文化がそれぞれの言語、及び、それを用いたコミュニケーションの場に、どのような形で

関わっているかを分析し、これを教材研究に活かす方法を検討する。



〈別表第8〉

教育職員免許法別表8(隣接校種)により、小学校の教員が小学校教諭普通免

許状取得後、中学校教諭二種免許状を取得するには、小学校の教員として３

年間(教育職員検定時）良好な成績で勤務し、大学等において所定の単位を修

得し教育検定に合格することが必要です。

教科に関する専門的事項に関する科目 10単位

各教科の指導法に関する科目 2単位

生徒指導の理論及び方法

2単位(左記事項を
すべて含むこと)教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

（別表8の単位数は、小学校免許取得後の単位数です。）

教科に関する専門的事項に関する科目 10単位

各教科の指導法に関する科目 3単位

教育職員検定は、各都道府県教育委員会の指導対象になりますので、例外的な

受講を希望する場合は、法令適用の可否・履修科目・単位数・修得方法等につい

て確認し指導を受けてください。

〈参考〉

・香川県教育委員会 義務教育課 総務･免許グループ TEL 087-832-3744

〈別表第4〉

教育職員免許法別表4(同一校種、別科目)で中学校の免許状を基礎にして、

中学校の別教科の免許状を取得する場合。

（単位取得の時期は問いません。）

注）免許法認定講座、免許法認定公開講座で取得した単位は、免許法別表第1第3欄の単位
とすることはできません。（別表第1 備考 5 イ、ロ）

教育職員検定による免許状取得について
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香川大学 幸町北キャンパスマップ

① 幸町北8号館1F 811講義室

② 幸町北6号館3F 631講義室(LL教室)

③ 幸町北4号館1F 教授法演習室

④ 幸町北4号館1F 411講義室

⑤ 幸町北3号館3Ｆ 322講義室

* 教室の変更などのお知らせは、ＨＰやメールにてご案内をします。事前に必ずご確認ください。

講座修了後は･･･

◎履修認定

◎もし1年で単位を取れなくても･･･

取得単位は無駄になりません！
今後、必要な単位を揃えれば、免許取得申請が可能です。


