令和３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）【オンライン講習】
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、昭和３１年４月２日～昭和３３年４月１日、 昭和４１年４月
２日～昭和４３年４月１日、昭和５１年４月２日～昭和５３年４月１日および新免許状所持者
（平成２１年４月１日以降に初めて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） 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
（6） 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
また、今後教員になる可能性が高い者として、
（7） 教員採用内定者
（8） 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
（9） 過去に教員として勤務した経験のある者
（10） 認定こども園で勤務する保育士
（11） 認可保育所で勤務する保育士
（12） 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士も更新講習を受講することが
できます。

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
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２．開講日程・実施方法
【日程】

2021 年 8 月 25 日(水)、26 日(木)、27 日(金)、30 日(月)、31 日(火)
時間：９時～17 時 20 分

【実施方法】

（各日講習終了後、修了認定試験を含む）

zoom を利用した同時双方向型（オンライン講習）
※事前に接続確認を行います。詳細は別途お知らせ致します。

３．受講環境

（講習受講にあたっての留意点）

本講習はすべて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。以下、
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パソコン、スマホやモバイル端末の
ある方（いずれもカメラ付き）
※30時間の講習となりますので、パソコンでのご受講を推奨いたします。
3．メールの送受信など、基本的な操作ができる方

４．募集定員

５０名

（A コース・B コース合計）

※A または B コースのいずれかを選択してください。

５．申込受付期間、申込の流れ
申込受付日：6 月 23 日（水） 9：30 より

6 月 25 日（金）23：59 まで

申込方法 ：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）
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申込の流れ
① 本学ホームページ「免許状更新講習情報」にアクセスし、申込フォームに必要事項を入力し送信す
ると申込み受付済メールが届きます。（この時点で受講可否は確定していません）
② 申込が多数の場合は抽選を行います。その後、受講が決定した方に６月２8 日以降、順次、予約完
了メールを送信いたします。同時に「事前アンケート」のリンクをお送りしますので、1 週間以内
にご回答ください。
※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。
※迷惑メールフォルダに届いてしまう場合があります。ご確認ください。
※申込フォーム送信後一週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

予約完了メールを受信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(2021 年度)」
上記の書類は６月２9 日以降ホームページ上に掲載します。PDF ファイルをダウンロードし
てご記入ご捺印ください。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。

③ 本学に申込書到着後、受講資格（募集対象等）を確認、受講料の振込案内のメールを送信します。
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。
※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。
※Ａコース、Ｂコースの人数に偏りが生じた場合、コースの変更をお願いする場合があります。

６．講習内容
必修領域６時間
（A・B合同）

選択領域１８時間
（A・B合同）

選択必修領域６時間

感染症対策と安全管理
保育を巡る近年の状況について
～養護の視点で保育を考える～

Ａコース
教育相談（いじめ・不登

保育を可視化するポートフォリオ

校への対応を含む）
各コース
計30時
間

子どもの権利と法
幼児教育の最新事情

Ｂコース
保育の情報化（情報通信

子どもと世代間交流

技術利用した指導及び情
保育内容（言葉） ～昔話絵本の探究～

報教育（情報モラルを含
む。）等）

保育内容（表現） ～自然遊びと子どもの表現～
世界の幼児教育 ～保育環境と遊びの視点から～
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（１）

「必修講習」

Ａ・Ｂコース合同

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
担当：古橋真紀子（フェリシアこども短期大学講師）
◎国の教育政策及び世界の教育の動向
担当：石見容子（フェリシアこども短期大学講師）

◎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
担当：佐治量哉（玉川大学准教授）
◎教員としての子ども観、教育観等についての省察
担当：森下匡子（フェリシアこども短期大学非常勤講師）

（２）

「選択必修講習」

Ａ・Ｂコース別、各６時間

Ａコース
タイトル
教育相談
担当：中村麻衣子（フェリ
シアこども短期大学教授）

講習内容
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。

Ｂコース
タイトル
保育の情報化（情報通信技
術利用した指導及び情報教育
（情報モラルを含む。）等）

担当：百瀬志麻（フェリシ
アこども短期大学教授）、

講習内容
情報通信技術（ICT）を、保育者（教育者）の作業効率化を助けるだ
けでなく、幼児期に必要な直接的な体験を支える「ツール」として保
育や幼児教育の場において有効であるという視点から講義を進めてい
く。そして、チームディスカッションや事例紹介を通じて、具体的な
活用方法や導入する上での課題について深く考察する。

福田尚子（フェリシアこど
も短期大学非常勤講師）、
近澤友理（フェリシアこど
も短期大学助教）

（３）

「選択講習」

タイトル
保育を巡る近年の状況につ
いて～養護の視点で保育を
考える～
担当：横溝一浩（フェリシア
こども短期大学准教授）

保育を可視化するポートフ
ォリオ
担当：久保寺節子（フェリシ

Ａ・Ｂコース合同

計１８時間

講習内容
教育の現場における発達障害の支援は、これまでの支援歴をふま
えた上で、長期的な視点に立って、継続的な支援方針を立案する
ことが求められています。そのため、早期の支援は、その後の子
どもの「生きづらさ」の緩和に大きく関わってきます。本講義で
は、原則として知的な遅れの認められない未就学児の事例を紹介
しつつ、養護の視点として応用行動分析および認知行動療(SST)
に基づいた支援方略を考察します。
現在、「幼児理解に基づいた評価」として、ポートフォリオやド
キュメンテーションが注目されています。
それは、子どもの姿を可視化し丁寧にみることができるからで
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アこども短期大学非常勤講
師）

世界の幼児教育～保育環境
と遊びの視点から～
担当：松田こずえ（フェリシ
アこども短期大学講師）

子どもの権利と法
担当：松井志菜子（フェリシ
アこども短期大学非常勤講
師）

子どもと世代間交流
担当：金田利子（フェリシア
こども短期大学非常勤講師）

保育内容（言葉）～昔話絵
本の探究～

す。具体的に園での取り組みの様子をご紹介します。みなさんも
ご一緒に考え、挑戦してみましょう。
海外の幼児教育の具体例をもとに、背景や特徴から子どもの遊び
の環境について考える。子どもの幸せや、より良い社会につなが
る保育を目指したいという世界共通の考え方への理解を深め、日
本への示唆を得ることを目的とする。
人々、物、金が国境を越え、自由に移動する現代社会。外国籍の
子供や人種や民族、宗教を超えた国際結婚も多い。多様性を尊重
する時代である。子供たち一人ひとりの人間の尊厳や個人の尊重
について、共に考えていきたい。
子どもは多様な世代の人々との繋がりの中で育ちます。しかし、
近年そうしたかかわりが希薄になってきています。そうした中で
意識的に世代間交流学という学問が生まれ、その理論と実践が積
み重ねられています。ここでは世代間交流の幼児教育における意
義と可能性について、国際的視野と足元の両面に目を向け、実践
に即して学び、明日の保育に活かせる基礎を学びます。
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

担当：相澤京子（フェリシア
こども短期大学教授）

保育内容（表現）～自然遊
びと子どもの表現～
担当：冨金原光秀（フェリシ
アこども短期大学講師）

感染症対策と安全管理
担当：三浦由美（小田原短期
大学准教授）

美術造形室から一歩足を外に踏み出せば里山へと続く特徴ある学
び舎で、私たちが数十年にわたり落としてきた大切なものを探し
あてるとともに、未知の世界への発見の旅に出かけていきます。
そこは多様性・主体性・アート・地域・驚きが現前する場所とな
ります。
新型コロナウイルスを含めた感染症対策を軸に、具体的な園活動
（食事介助など）ごとの予防策、偏見差別への対応、抵抗力を高
める指導、本講師が実際に行った最新手洗い・消毒実験の結果な
どを取り入れた内容とする。

７． 修了認定試験
修了認定試験は各日、講習終了後、教員の指示のもと、Googleフォームにて実施
します。
※Googleフォームは申込後の事前アンケートでも使用します。ご質問がある場合
は、事前アンケート回答の際にご連絡ください。
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８．受講料
必修講習
選択必修
選択講習
合計

６時間
６時間
１８時間

8,000 円
8,000 円
24,000 円
40,000 円

９．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。

10．受講上の注意事項
本学の講習は必修・選択必修・選択のセット受講です。必修のみなど単体での受講はできません。
また、免許状更新講習の時間は教育職員免許法により「30 時間以上」と決められていますので、
遅刻・早退・欠席した場合は修了と認められません。ご注意ください。

フェリシアこども短期大学

免許更新室

℡ 044-986-9111
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