平成 30 年度
第2回

教員免許状更新講習
募集要項

平成３０年度 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学
第 2 回 教員免許状更新講習 募集要項
１

開設の趣旨
平成１９年６月に教育職員免許法が改正され、平成２１年４月から教員免許更新制
が導入されました。教員免許更新制では、教員免許状を更新するためには、教員養成
の認定課程を有する大学等が実施する免許状更新講習を、修了確認期限前の２年間で
３０時間以上受講・修了し、免許管理者に申請して修了確認を受けることが義務付け
られています。これを受け、その時々で教員として必要な資質や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という教員免許更新制の目的達成の一助と
なるべく、本学において以下の日程で教員免許状更新講習を開設します。

２

受講対象者
＜旧免許状所持者＞
①平成３１年３月３１日に修了確認期限を迎える幼稚園教諭の方
②平成３２年３月３１日に修了確認期限を迎える幼稚園教諭の方
＜新免許状所持者＞
③平成３２年３月３１日に有効期間が満了する幼稚園教諭の方
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最初の修了確認期限

免許状更新講習の受講期間

昭和３８年４月２日～
昭和３９年４月１日
昭和４８年４月２日～
昭和４９年４月１日

平成３１年３月３１日

平成２９年２月１日～
平成３１年１月３１日

昭和５８年４月２日～
昭和５９年４月１日
昭和３９年４月２日～
昭和４０年４月１日
昭和４９年４月２日～

平成３２年３月３１日

昭和５０年４月１日

平成３０年２月１日～
平成３２年１月３１日

昭和５９年４月２日～

新免許状

有効期限満了日

免許状更新講習の受講期限

平成３１年３月３１日

平成２９年２月１日～平成３１年１月３１日

平成３２年３月３１日

平成３０年２月１日～平成３２年１月３１日

※受講義務がある者かなど、詳細は文部科学省ホームページ「教員免許更新制」にてご自
身で確認してください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
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３

講習日程
区分
選択領域

日程

子育ての支援

１１月２３日（金・祝）

学校・家庭・地域の連携協力の理解

１１月２４日（土）

選択領域

ＰＣ基礎演習（魅力的な園便りの作り方）

１２月

選択領域

福祉とレクリエーション

１２月１６日（日）

必修領域

幼児教育の最新事情

１２月２４日（月・祝）

選択領域

子どもの笑いと食育

１２月２８日（金）

選択必修領域

４

講習名

８日（土）

講習時間
講習の時間については、各日とも以下の時間となります。
講習

時

受付

間

８：３０～

休

憩

１時限

９：００～１０：３０

１０：３０～１０：４０

２時限

１０：４０～１２：１０

１２：１０～１３：１０

３時限

１３：１０～１４：４０

１４：４０～１４：５０

４時限

１４：５０～１６：２０

終了・事後アンケート

１６：２０～１６：４０

※９０分４時限で１日６時間とします。
５

受講定員
区分
選択領域

選択必修領域

講習名

定員

子育ての支援

１００名

学校・家庭・地域の連携協力の理解

１００名

選択領域

ＰＣ基礎演習（魅力的な園便りの作り方）

５０名

選択領域

福祉とレクリエーション

５０名

必修領域

幼児教育の最新事情

１００名

選択領域

子どもの笑いと食育

１００名

※必修領域、選択必修領域、選択領域とも６時間（１日で６時間１セット）を受講できる方
を対象とします。選択領域については、３セット１８時間（修了確認に必要な最低時間）
を限度として受講を申し込むことができます。また受講希望者数により、受講講習を調整
させていただく場合がございます。
６

講習会場
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学３号館・６号館ほか（愛知県岡崎市中町１－８－４）

７

講習内容
講習内容については、「２０

講習内容一覧」をご参照ください。
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８

受講料
区分
選択領域

講習名

受講料

子育ての支援

６，０００円

学校・家庭・地域の連携協力の理解

６，０００円

選択領域

ＰＣ基礎演習（魅力的な園便りの作り方）

６，０００円

選択領域

福祉とレクリエーション

６，０００円

必修領域

幼児教育の最新事情

６，０００円

選択領域

子どもの笑いと食育

６，０００円

選択必修領域

受講希望者により、受講講習を調整させていただく場合がございます。
９

履修認定試験及び履修認定の評価基準
原則としてすべての授業に出席した方を対象に、各講習の最終日に履修認定試験を実
施します。履修認定の評価基準は、履修認定試験の点数が６０％以上（１００点満点の
場合は６０点以上）とします。

※履修認定試験（実技考査を含む）を受けられない場合は履修認定できません。試験方
法については「２０
１０

講習内容一覧」でご確認ください。

履修認定及び証明書の送付
履修認定試験において合格基準に達した方には、当該講習の「履修 証明書」を
順次発送します。本学での講習を全て受講し、全ての履修認定試験において合格基準に
達した方には、
「修了証明書」を平成３１年１月１８日（金）発送します。

１１

受講申し込みについて
【申し込み受付期間】
平成３０年１０月１６日（火）～１９日（金）必着
※講習ごとに申し込みができます。
＜受付優先順位＞
①修了確認期限が平成３１年３月３１日までの現職幼稚園教諭の方・保育教諭の方
②教諭職として内定されている方
なお定員を超えるお申し込みがあった場合は抽選とさせていただきますので、
予めご了承ください。
※抽選に漏れた方には郵送にて結果をお知らせします。
※募集終了後の申し込みの方には受講不可の通知を郵送します。
【申し込み方法】
以下の必要書類①・②を本学ホームページよりダウンロードし印刷して必要事項を記入の
上、申し込み受付期間内に郵送にてお申し込みください。電話、メール、ＦＡＸ等では受付
できませんのでご注意ください。
岡崎女子大学ホームページ

http://www.okazaki-u.ac.jp

または岡崎女子短期大学ホームページ

http://www.okazaki-c.ac.jp
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【受講申し込み必要書類】
①平成３０年度

第２回

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学教員免許状更新講習受講申込書

第２回

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学教員免許状更新講習受講票

②証明者記入様式
③平成３０年度

※上記３種類の書類か揃っていない場合は、受付できませんのでご了承ください。
【前回お申込みいただいた方】
・平成３０年５月２１日～２５日の間にお申込みいただいた方は、新たに「受講申込書」
と「受講票」をお送りください。(写真不要)
・証明者に変更のあった方は「証明者記入様式」に証明をいただいて一緒に送付して下
さい。【郵送先】
〒４４４－００１５
愛知県岡崎市中町１－８－４
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学
協働推進センター
１２

受講料の支払い
申し込み書類到着後、内容を確認の上、受講料振込用紙を郵送します。
受講料振込用紙に記載の支払期限までに振り込みを完了してください。
（振込手数料は、各自ご負担ください。）

１３

申し込みの完了
受講料の入金確認次第、受講案内、受講票等を郵送します。
これらの書類がお手元に届いた時点で手続き完了となります。

１４

受講に関する注意事項
【出欠確認について】
（１）会場に到着しましたら、２号館１階の受付場所にお越しください。
（２）
「受講票」を持参し、受付で提示してください。
【遅刻・早退・欠席等について】
原則として、遅刻・早退・欠席は認められません。
（遅刻・早退・欠席される場合は必ずご連絡ください。
）
連絡先：協働推進センター

電話：０５６４－２８－３３４６

（当日の連絡は ０５６４－２２－１２９５

代表電話まで）

【その他】
（１）大学構内は完全禁煙です。また、大学周辺におきましても近隣住民へのご迷惑
や受動喫煙防止のため喫煙はご遠慮ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
（２）携帯電話、その他アラームが鳴るものは、受講中はマナーモードにするか、電
源をお切りください。
（３）貴重品の紛失等に関しまして本学は一切の責任を負いかねます。各自の責任に
おいて管理してください。
（４）昼食は各自ご用意ください。
（但し１１/２３、１２/２４、１２/２８は本学
カフェテリアがご利用できます。）
（５）時計を設置していない教室がございます。腕時計等をご用意ください。
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１５

不測の事態が発生した場合の措置
以下の場合は、大学の判断により、開講時間の繰下げ、又は休講する場合がありますの
で、不測の事態発生の場合は、担当係にお問い合わせの上、講習の有無をご確認ください。

（１）暴風警報が発令された場合（西三河南部を含む地域）
ただし、午前６時までに暴風警報が解除された場合は実施します。
（２）交通機関のストライキ等による途絶の場合
（名鉄名古屋本線 名鉄名古屋－豊橋間、又はＪＲ東海道本線 名古屋－豊橋間）
ただし、午前６時までに開通された場合は実施します。
（３）その他不測の事態により、大学が休講すると判断した場合
※なお、休講となった講習については、更新講習予備日に開催となります。
更新講習予備日・・・平成３１年１月５日（土）
１６

受講辞退（キャンセル）について
やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、以下の手続きをしてください。
受講辞退の申し出が期日までにあり、所定の手続きを取っていただいた場合に限り
振り込み済の受講料を返金します。
（１）キャンセルの申し出期日は、以下の通りとします。
１１月２３日・２４日の講座…１１月 ９日（金）１６：３０まで
１２月 ８日・１６日の講座…１１月２２日（木）１６：３０まで
１２月２４日・２８日の講座…１２月１０日（月）１６：３０まで
電話で、受講番号、氏名、キャンセルする講習名を申し出てください。
連絡先：協働推進センター 電話：０５６４－２８－３３４６
（２）返金の際には、１回の申し出につき、事務手数料として２，０００円を頂戴し、
その金額を差し引いた受講料を返金します。
（３）返還手続きには別途返還申請書類の提出が必要となります。

（４）辞退者全員の返金を一括して行うため、辞退者全員の返還申請書類の提出が完了し
た上で返金することとなりますので予めご了承ください。
１７

個人情報の取り扱いについて
申し込み書類等にご記入いただいた個人情報は、教員免許状更新講習の受講に係るご
連絡及び関連書類の送付以外の目的で使用することはありません。

１８

講習会場への交通アクセス（公共交通機関をご利用ください）
名鉄名古屋本線「東岡崎駅」から、名鉄バス北口２番乗り場で「中央総合公園」
「市民
病院」
「美合・大平」方面に乗車、「岡崎げんき館前」で下車。徒歩５分。
※駐車場はご用意できませんので、あらかじめご了承ください。
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１９

お問い合わせ先
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学 協働推進センター
電話：０５６４－２８－３３４６

ＦＡＸ：０５６４－２８－３３１０

月～金（祝祭日をのぞく）
８：３０～１６：３０
E-mail：kyodos@okazaki.ac.jp
２０

講習内容一覧

【選択領域（６時間）
】
講習名
開講日

子育ての支援
平成３０年１１月２３日（金・祝）
９：００～１６：２０
近年、社会状況の変化に伴い、保護者の価値観や生活の仕方そのものも
多様になり、幼稚園教諭にとってその保護者対応は難しい仕事になりつ
つある。本講義では、保護者が求める支援の現状とその背景を理解する

講習内容

と同時に、園での具体的なかかわりや援助の仕方について考え、学ぶこ
と及び地域における子育て支援の必要性を理解するとともに、小学校就
学時や特別な配慮を必要とする保護者への悩みについて理解し、具体的
な援助方法を学ぶことを目的とする。

講師

大岩みちの・櫻井貴大

定員

１００名

試験方法

筆記考査

【選択必修領域（６時間）
】
講習名
開講日

学校・家庭・地域の連携協力の理解
平成３０年１１月２４日（土）
９：００～１６：２０
幼稚園、保育園、こども園と家庭との連携について事例をふまえながら、
保護者と保育者が共有すべき子どもの育ちの姿と役割等について考察し

講習内容

ていく。またフィンランドの育児支援「ネウボラ」を参考とした地域連
携（協働）の事例を紹介し、保育者としての援助、支援に必要な知識の
習得をめざす。

講師

小原倫子、渡部

定員

１００名

試験方法

筆記試験

努
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【選択領域（６時間）
】
講習名
開講日

ＰＣ基礎演習（魅力的な園便りの作り方）
平成３０年１２月８日（土）
９：００～１６：２０
かつて手書きで作成されていた園だよりも、現代ではパソコンで作成し、
Web 公開、メールで配布など、変化が起きてる。本講座は Microsoft Word

講習内容

を利用した園だよりを受講者自身が作成する演習形式の講習で、最近の
Web 事情や情報セキュリティについての話も交えながら、より魅力的な
オリジナル園だよりの作成をめざす。

講師

松本亜実

定員

５０名

試験方法

実技考査

【選択領域（６時間）
】
講習名
開講日

福祉とレクリエーション
平成３０年１２月１６日（日）
９：００～１６：２０
子どもと家族の周りではさまざまな問題が日々生じている。そういった
問題の中には家族で解決できるものばかりではない。家族で解決できな
い場合、家族は社会の中の様々な支援機関を利用することとなる。そう

講習内容

いった子どもや家族のための支援機関について理解するとともに、子ど
もと家族を支える際に役立つ方法などを簡単なワークをしながら学ぶ。
またレクリエーションでは、小さい遊びからダイナミックな運動遊びを
修得する。

講師

吉村 譲・岡田摩紀

定員

５０名

試験方法

筆記試験及び実技考査
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【必修領域（６時間）
】
講習名
開講日

幼児教育の最新事情
平成３０年１２月２４日（月・祝）
９：００～１６：２０

幼児教育分野の中でも、①子どもの生活の変化を踏まえた発達や支援の
講習内容

課題、②子ども・子育て関連三法など教育政策の動向と課題、③子ども
観・教育観の省察の３項目を主に検討し、教育の最新事情と今日的な課
題についての理解を深めることを目指す。

講師

矢藤誠慈郎、中田基昭

定員

１００名

試験方法

筆記試験

【選択領域（６時間）
】
講習名
開講日

子どもの笑いと食育
平成３０年１２月２８日（金）
９：００～１６：２０
「食を営む力」の育成をめざす食育では、食育の環境を整えることが重
要であるとされている。食事場面で見られた子どもの笑いの姿から、子

講習内容

どもの笑いと人間関係の発達について学び、人的環境としての保育者・
教育者の役割について考えていく。また「食」の基本的な知識を踏まえ、
バランスのよい食事と健康的な食生活のあり方を考える。

講師

伊藤理絵、武田康代

定員

１００名

試験方法

筆記試験
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