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「教員実践研修～指導力養成講座～」開催のご案内 

 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より協会活動へのご指導ご協力を賜

り誠にありがとうございます。 

 さて本年度も、自らの教育指導スキルの向上と共有、部下の育成に対する指導力向上を目指す

『教員実践研修』を開催いたします。 

現在、高等教育の負担軽減制度、職業実践専門課程推進補助実施に係る要件として情報公開は

必須となり、教育の質保証や学校評価は学校選択の重要な判断材料となっています。特に学校評

価において教員の質は重要項目の一つです。 

専修・各種学校の教員は、その専門性については高い知識・技術を持っていますが、それを学

生に伝える技術を学ぶ機会が少ないのが現状です。また、通常の授業、実習、オンライン授業な

どにおける教員個々の指導技術を学校内に蓄積・共有することも必要です。 

研修は集中講座を含む全６回の講座により構成され、教育指導に必要な指導案の作成と模擬授

業演習を取り入れたものとなります。 

また今回は、昨今多様化する学生との円滑なコミュニケーションに役立てるよう、普遍的な 

手法を教習する講義「心理学で学ぶ対人コミュニケーションとカウンセリングマインド」を最終

日に予定しております。 

模擬授業を柱とするため受講人数が限られておりますが、ぜひ参加いただきますようご案内申

し上げます。なお、新型コロナ感染症の拡大状況により授業形式の変更、中止になる場合がござ

いますのでご承知おき下さい。 
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実 施 要 項 

 

１ 日時  令和４年６月２３日（木）～８月２５日（木） 全６回講座 

 第４回８月４日（木）・第５回８月５日（金）は集中講座となります。  

 ※日程表参照 

        ※講座は集合(対面)式での実施を予定しております。      

  

２ 会場 『早稲田速記医療福祉専門学校』 

住所／〒171-8543 東京都豊島区高田 3-11-17 （JR・西武・地下鉄/高田馬場駅） 

http://www.wasedasokki.jp/site-access.php 

 

３ 対象  専修学校等において概ね５年以上の経験を持っている教員 

・東専各協会の教職課程研修を修了して、さらに教育指導の研修を深めたい方 

・一般教員として経験を積んでおり、さらに上級職へステップアップを目指す方 等 

 

４ 受講料 １名 ２５，０００円（研修費・会場費等の一部） 

        ※上記以外の費用負担はありません。 

          

５ 定員  ３０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

 

６ 申込方法 以下 Google フォーム、または会員校向けホームページより５月２０日(金)まで

にお申し込み下さい。 

https://forms.gle/gsX1jMK7Uf4Jup9V6 

        お申込み受付メールが事務局より届きましたら、受講料を同封の振替用紙また

は以下口座へ、開講日までにお振込み願います。 

        ＜三菱ＵＦＪ銀行 新宿中央支店 普通３８２５３１７＞ 

                ※恐縮ですが、お振込手数料につきましては貴校にてご負担願います。 

７ その他 

出欠席の取扱いについて 
 基本的に、すべての講座について出席して下さい。教員実践研修は６回講座すべての

講座を通して、教育指導の実際を学ぶ構成となっております。 
参加型の研修であり、研修内容は年度により差異があります。したがって、次年度以

降に補講を受けることはできません。 
 止むを得ない欠席、遅刻、早退については、事務局の指示に従ってください。 

※ 下記の場合は研修修了証を発行できませんのであらかじめご了承ください。 
  ① ２日以上欠席した場合  ② 集中講座に参加しなかった場合 
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§受講者からの声 
〇自身の授業の様子を動画で確認する機会は少ないので非常に勉強になったのと、まだまだ勉

強しないといけないことが多いと気づかされました。 

○学習指導案を作成したことがなく、実際に指導案に沿った授業を行い勉強になりました。 

また異なる分野の先生方の授業から学生対応や授業に対する熱意を感じ、刺激を受けました。 

〇専門学校の教員は教育学や方法論を学ばずに学生の前に立つ人も多い。改めて、教授法や 

指導案を作成することで、「教える」ということの意味と意義としての役割を学ぶために 

必要な研修だと思います。 

〇授業構築の仕方や授業前の導入が、いかに大切か理解することができました。 

〇非常に学ぶことが多い研修だった。今後学内で勉強会をしていきたい。 

  
§受講者の学校からのコメント 

○学生指導をテーマとした他校教員との貴重な交流の場であり、自校の教員に良い意味での 

刺激を与える機会となると思います。 
〇ある程度の教員歴を積んだ者にとって、授業計画等の意義を再確認し、よりよい授業の実 

現に向けた有意義な研修であり､自らを顧みるのに適切なタイミングでの実施に思われま

す。 
○受講した教員は、部署内にて研修の成果を報告し、授業でも活用することで、前向きに行 

動しています。 

〇教員スキルの向上、新しい情報の確保、参加教員以外も含めて自己研鑽の切っ掛けとなる 

 と思います。 

 

§研修会 模擬授業の様子  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員実践研修会 受講校・受講生からの声（アンケートより抜粋） 



 
教員実践研修 会場案内 

【講座会場】 

『早稲田速記医療福祉専門学校』      会場アクセスＱＲコード 

住所／〒171-8543 東京都豊島区高田 3-11-17 教室は決定次第受講生にお知らせいたします。 

http://www.wasedasokki.jp/site-access.php 

       〇ＪＲ山手線・西武新宿線「高田馬場駅」早稲田口 徒歩１分   

〇東京メトロ東西線「高田馬場駅」Ａ４番出口徒歩１分          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度教員実践研修 講師紹介（敬称略） 
 

宮崎
みやざき

 孝
こう

治
じ

 【第１～５回講義担当】 
経  歴： 1987 年東京学芸大学教育学部卒業、1989 年東京学芸大学大学院教育学研究科修士課 

      程修了、1991 年筑波大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学 

現  職： 江戸川大学 副学長 

同大 メディアコミュニケーション学部 マス・コミュニケーション学科教授 

 主な担当科目： 教育制度論、教育学概論、障害児保育、教職総合演習 ほか 

主   著： 「要説教育制度(新訂第二版)」(分担執筆)学術図書出版､「１９歳のライフデザイン」

(分担執筆)春風社、「優生学と障害者」(分担執筆)明石書店、「教育行政総合事典」(分

担執筆)教育開発研究所、「教職教養用語辞典」(分担執筆)一ツ橋書店、「個性重視の

教育システム」(分担執筆)教育開発研究所 ほか 

 

中村
なかむら

 真
しん

  【第６回講義担当】 

経  歴： 1990 年琉球大学法文学部卒業、1992 年東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程 

修了、1999 年同 博士課程単位取得満期退学 

 現  職： 江戸川大学 社会学部 人間心理学科教授 

 主な担当科目： 人間関係の心理学、社会心理学、人間心理学基礎･実験演習･実験実習 ほか 

 主  著： 「パーソナリティ心理学ハンドブック」（分担執筆）福村出版、「人間関係の心理学」

（分担執筆）おうふう、「未来をひらく心理学入門」（分担執筆）八千代出版、「心の 

       ブレーキとしての恥意識－問題の多い日本の若者たち－」（分担執筆）ブレーン出版 

       「自己理解のための青年心理学」（分担執筆）八千代出版 ほか 

 



 

令和４年度 教員実践研修 ～指導力養成講座～ 日 程 表 

日  程  令和４年６月２３日（木）～８月２５日（木）  

  会  場  早稲田速記医療福祉専門学校 

 通常講座  １８：００～２０：００（120 分）／各回  受付開始 １７：４５ 

※講座は集合（対面）形式を予定しております。 

※但し、初回は開講式のため終了時間は２０：１５の予定です。 

また、最終回は講義終了後、閉講式のため終了時間は２０：２０の予定です。 

集中講座  ８月４日（木）・５日（金）１０：００～１８：００（予定） 受付開始 ９：３０ 

詳細は研修開始後に受講生の皆様へお知らせいたします。 

   

※講義内容は、変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 

 

 

回 形態 日程 講座テーマ（仮） 担当講師 

 

 

１ 

 ６月２３日（木）

18：00～18：15 
【開講式】 
・協会挨拶、私学財団挨拶、事務連絡ほか 

事務局 

通常講座 

（対面） 

 

 

６月２３日（木）

18：15～20：15 
「授業づくりと『指導案』」 
・授業における教師の役割 
・指導案の意義と書き方 
・指導技術及び教材・教具の利用 

宮崎先生 

２ 通常講座 

（対面） 

 

 

７月７日（木）

18：00～20：00 
「『学習指導案』の作成Ⅰ」 
・能動的授業（アクティブラーニング）の展開 
・授業評価の方法（特にルーブリック評価） 
・導入部分の指導案の作成 

宮崎先生 

３ 通常講座 

（対面） 

７月２１日（木）

18：00～20：00 
「『学習指導案』の作成Ⅱ」 
・導入部分の模擬授業 
・導入部分用ルーブリック評価の実施 
※各グループで 8 月の模擬授業の順番を決定。 

宮崎先生 

４ 集中講座 

（対面） 

８月４日（木） 

10：00～18：00 

（予定） 

「模擬授業の実施」 ※ビデオ収録 
・模擬授業 
・模擬授業用ルーブリック 

宮崎先生 

５ 集中講座 

（対面） 

８月５日（金） 

10：00～18：00 

（予定） 

「模擬授業の実施」 ※ビデオ収録 
・模擬授業 
・模擬授業用ルーブリック 

宮崎先生 

６ 

 

通常講座 

（対面） 

８月２５日（木）

18：00～20：00 
「生徒・学生指導の技術」 
『心理学で学ぶ対人コミュニケーションと 

カウンセリングマインド』 

中村先生 

 ８月２５日（木）

20：10～20：20 
【閉講式】 
 ・協会挨拶・修了証授与 

事務局 


