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令和２年度 フェリシアこども短期大学 

免許状更新講習募集要項 （幼稚園教諭対象）  

 

  

はじめに 

 平成１９年６月２０日に「教育職員免許法」が改正され、平成２１年４月より教員免許更新制が導入されました。 

 教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身

に付けることで、教員が自信と誇りを持って教育の場において指導し、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すも

のです。教員免許状を更新するためには，修了確認期限前の２年間において、大学などが開設する 30 時間

（必修講座 6 時間、選択必修講座 6 時間、選択講座 18 時間）以上の免許状更新講習を受講・修了した後、

免許管理者に申請して修了確認を受けることが必要です。 

 

 

1． 受講資格 

免許状更新講習を受講できる方は、生年月日が昭和３０年４月２日～昭和３２年４月１日、 昭和４０年 

４月２日～昭和４２年４月１日、昭和５０年４月２日～昭和５２年４月１日の旧免許状所持者（平成２１年３

月３１日以前に教員免許状を授与された方）及び新免許状所持者（平成２１年４月１日以降に教員免

許状を授与された方）で１０年後の年度末に有効期限の満了日を迎える方で、普通免許状又は特別

免許状を有し、かつ、以下に該当する方です。 

（1） 現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く） 

（2） 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（3） 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関す

る指導等を行う者 

（4） （3）に準ずる者として免許管理者が定める者 

（5） 教員採用内定者 

（6） 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者 

（7） 過去に教員として勤務した経験のある者 

（8）  認定こども園及び認可保育所の保育士 

（9） 幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

 

 

 制度に関する詳細は、文部科学省ＨＰをご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 

なお、文部科学者ＨＰにて修了確認期限がチェックできます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
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２．講習日程・対面講習会場・実施方法 

今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、30時間の講習のうち選択科目「保育内容（環境）と保
育の情報化」の各 3時間、合計 6時間を対面授業とします。必修、選択必修及び選択の 24時間は
遠隔授業（LIVE配信）となります。 
必修 6時間、選択必修 6時間、選択 18時間、合計 30時間すべての受講が必要です。 

[日程] 

① Ａコース 定員 32名  

8/17（月）、19（水）、20（木）、24（月）、26（水） 計 5日間 

時間 ９時～１６時１０分  ※初日 8/17のみ対面講習 

② Ｂコース 定員 32名 

8/18（火）、19（水）、20（木）、24（月）、26（水） 計 5日間 

時間 ９時～１６時１０分  ※初日 8/18のみ対面講習 

③ Ｃコース 定員 32名 

8/19（水）、21（金）、25（火）、27（木）、28（金） 計 5日間 

時間 ９時～１６時１０分  ※初日 8/19のみ対面講習 

④ Ｄコース 定員 32名 

8/20（木）、21（金）、25（火）、27（木）、28（金） 計 5日間 

時間 ９時～１６時１０分  ※初日 8/20のみ対面講習 

 

[対面講習会場] 

フェリシアこども短期大学 講義室 ※アクセスについてはホームページでご確認ください 

※ 昼食にお弁当をご用意いたします。（対面授業日、各コース 1日） 
 

[実施方法] 

◯必修、選択必修科目はすべて zoomを使用しての同時双方向型授業（LIVE配信）とな

ります。 

◯選択科目は初日のみ対面講習、以降はすべて zoomを使用しての同時双方向型授業 

（LIVE配信）となります。 
 

 

３．受講環境  （講習受講にあたっての留意点） 

  本講習は一部の選択科目（6時間）を対面講習、その他の講習はすべてオンライン配信とな

ります。必修 6時間、選択必修 6時間、選択講習の一部、合わせて 24 時間、zoomを使用

しての同時双方向型授業（LIVE配信）を受講していただきます。 

zoomを使用して同時双方向型授業に参加できる環境が整っていることを前提に開講します

ので、各自の責任の下、下記の環境をご用意ください。（下記 1.2.3の条件をすべて満たす

ことができる方が対象となります） 

１.自宅の光回線での有線 LAN接続や、無線ルータなどを利用した Wi-Fi 環境のある方 

２.データ使用量に制限の無いプランを契約したスマホやモバイル端末のある方 

3.メールの送受信など、基本的な操作ができる方 
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４．講習内容  

（１） 「必修講習」  全員受講 計６時間 

「幼児教育の最新事情」 

◎子どもの生活の変化を踏まえた課題 

◎国の教育政策及び世界の教育の動向 

◎子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見  

◎教員としての子ども観、教育観等についての省察 

 

（２） 「選択必修講習」  コース別に受講 各６時間 

Ａ、Ｂコース 

「教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む）」 （６時間） 

子どもの健全な成長を支援するための教育相談の理論と実際を学ぶ。また、子どもに関する現代的な問題（いじ

め、不登校、虐待など）のメカニズムをひも解き、教育相談の意義を理解する。その上で、保育者や教師に求め

られる対応の基礎（カウンセリングマインド、保護者対応を含む）について、事例検討やワークを通して体験的に

学び、現場で使える教育相談力向上を目指す。 

 

Ｃ、Ｄコース 

「学校における危機管理上の課題」 （３時間） 

日常の保育中の事故に着目して、どのような事故が実際に報告されているのか、事故を防ぐために、保育者とし

てどのような配慮が求められるのかについて学ぶ。 

「学校（園）を巡る近年の状況の変化」 （３時間） 

 
必修講習 

※オンライン配信 

（コース別６時間） 

選択必修講習 

※オンライン配信 

（コース別各６時間） 

選択講習（対面講習） 

※６時間を対面講習、12時間をオンライン配信 

（コース別各18時間） 

Ａコース 

Ｂコース 

計30時間 

（全コース共通） 

幼児教育の最新事情 

◎教育相談 

（いじめ及び不登校へ

の対応含む） 

（全コース共通） 

◎保育を巡る近年の状況についてⅠ 

・園、家庭及び地域における連携協働 

 

◎保育を巡る近年の状況についてⅡ 

・養護の視点で保育を考える楽しむ 

 

保育内容(環境)Ⅰ（対面講習） 

・色ペンアートを楽しむ 

（全コース共通） 

保育の情報化（対面講習） 

・指導におけるICT活用 

・情報モラル教育 

（全コース共通） 

保育内容(表現) 

・植物素材の造形表現 

保育における英語活動 

・楽しい保育英語 

Ｃコース 

Ｄコース 

計30時間 

（全コース共通） 

幼児教育の最新事情 

◎学校における危機管

理上の課題 

◎学校(園)を巡る近年

の状況の変化 

（全コース共通） 

◎保育を巡る近年の状況についてⅠ 

・園、家庭及び地域における連携協働 

 

◎保育を巡る近年の状況についてⅡ 

・養護の視点で保育を考える楽しむ 

 

保育内容(環境)Ⅱ（対面講習） 

・子どもの健康と室内空気汚染 

（全コース共通） 

保育の情報化（対面講習） 

・指導におけるICT活用 

・情報モラル教育 

（全コース共通） 

保育内容(表現) 

・植物素材の造形表現 

保育内容(言葉) 

・昔話絵本の探究 
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急激な社会の変化を受けて、園を巡る近年の状況変化について最近のニュースや様々な資料を用いて、園の

あるべき姿を考える。グループディスカッションなどにより、求められる保育者の資質能力について考察する。 

 

（３） 「選択講習」 コース別に受講 各１８時間 

（全コース共通） 

◎「保育を巡る近年の状況についてⅠ」  

 ・園、家庭及び地域における連携協働 

◎「保育を巡る近年の状況についてⅡ」   

 ・養護の視点で保育を考える 

◎「保育の情報化」 

この講座では「情報教育」の基本を概説し、「保育内容の指導におけるICT活用」「校務の情報化」を中心に実践

的な事例の紹介と具体的な授業づくりの演習を行い、保育・教育現場での情報化のレベルアップを図っていく。

保育・教育現場における「情報モラル教育」についての知識についても再確認する。 

◎素材の造形表現 

自然の中で育つ「植物」と、その生命の土壌となる「土」の力を活用した造形体験をおこなう。幼児期には知覚を

育てる身体をともなった体験が大切となる。子どもたちの生活や文化を踏まえて「学ぶ」ことの意義や意味につい

て考察・検証していく。 

 

（Ａ、Ｂコース） 

◎「保育内容（環境）Ⅰ」色ペンアートを楽しむ 

水性カラーペンを用いて、ろ紙の上で水による色の広がりを利用したアートを通し幼児期の色感覚を育てる。 

その原理であるペーパークロマトグラフィーを合わせ体験する。 

◎「保育における英語活動」 

この講座では自分の勤務先で使える英語の絵本や歌などの活動を紹介する。講習は日本語で進めながら、英

語教育論や第二言語習得論などをちょっと触れてから、現在の日本の英語教育を短く紹介する。さらに、園での

英語教育のあり方と教え方を話し合い、講習の中でお互いに英語の活動を体験しながら学んでいく。  

 

（Ｃ、Ｄコース） 

◎「保育内容（環境）Ⅱ」子どもの健康と室内空気汚染 

小さな子どもほど室内で過ごす時間は多く、その空気汚染は大きな影響を及ぼすと考えられる。どのような汚染

物質があるのか、特にホルムアルデヒドについては実験で確かめ、健康・安全の観点から対策を考える。  

◎「保育内容（言葉）」昔話絵本の探究 

・言葉遊び絵本の紹介 

・保育における絵本の活用について 

・昔話と昔話絵本 

 

 

５．募集定員  各コース：32名  ４コース合計 128名 

  

 ６．申込受付期間、申込の流れ 

予約受付日： ２０２０年６月１２日（金） ９：００ より ２０２０年６月１８日（木） ２３：５９まで 

予約方法 ：  ホームページからの予約受付となります。 （電話による受付はできません） 

申込の流れ： 

①  本学ホームページの「免許状更新講習情報」の申込フォームに必要事項を入力し送信してください。 

②  予約ができたかどうかの結果を６月１９日以降に順次メールにて送信いたします。 

携帯から申込みの場合、＠meisen.ac.jp のメールが受信できるようにしてください。 

予約後 10 日間以上結果が送信されない場合はお問い合わせください。 

③  予約が完了した方は下記の書類を作成の上、本学へ郵送してください。 

「免許状更新受講申込書(2020 年度)」 
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上記の書類は６月１９日以降ホームページ上に掲載します。ファイルをダウンロードしてご記入ください。

また受講申込書について、写真の貼付、証明者記入欄には幼稚園等の勤務先の公印での捺印が必

要となります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

宛先 〒195-0054 東京都町田市三輪町 1135 フェリシアこども短期大学 免許更新室 

表に 「免許更新講習受講申込書 在中」 とご記入ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

④ 申込書をお送りいただいた後、受講資格（年齢・募集対象等）を確認後、受講料の振込案内を通知し

ます。受講料は、本学が指定する日までに銀行からお支払いください。 

 

※応募多数の場合は他のコースへの変更、もしくは抽選を行うことがございます。 
また各コース 10 名に満たない場合も他のコースに変更して頂く可能性がございます。 
※原則キャンセルは受け付けておりませんが、やむを得ずキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。 

 

７．受講料 

   必修講習  ６時間    8,000 円 

   選択必修  ６時間    8,000 円 

選択講習  １８時間   24,000 円 

合計             40,000 円 

 

 

８．受講料の返還 

  自然災害等、又本学の都合による講習の中止の場合は返還いたします。 

免許状更新講習前日以降に受講者の都合によりキャンセルが発生した場合は、返還できません。 

講習開始日前々日までのキャンセルの申し出については、教材の準備で用意した物品の費用を差し引く

場合があります。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施方法の変更、もしくは講習中止の可能性もございます。 

 

 

 

構内一部工事中につき駐車場には限りがございます。 

駐車場利用方法については予約完了後お知らせいたします。 

 

 

フェリシアこども短期大学 免許更新室 ℡ 044-986-9111 


