選択講習

事前受講案内状
平成 31 年度

教員免許状更新講習実施のご案内

当協会では、下記のとおり「公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構／平成 31
年度・免許状更新講習」を開催します。
記
１ 講習番号・講習名・時間数・日時・受講定員
○選択講習１
（文部科学省認定番号
平 31-80011-503612 号）
講習番号

講習名

時間数

開催地

日時

受講定員

１

保育の実践力を高める

６時間

静岡市

2019 年７月 31 日（水）

250 人

○選択講習２

（文部科学省認定番号

平 31-80011-503613 号）

講習番号

講習名

時間数

開催地

日時

受講定員

２

幼稚園教育内容を深める

６時間

静岡市

2019 年８月１日（木）

250 人

○選択講習３

（文部科学省認定番号

平 31-80011-503614 号）

講習番号

講習名

時間数

開催地

日時

受講定員

３

保育の実践力を高める

６時間

静岡市

2019 年８月２日（金）

250 人

２

受講対象教諭 ※次の要件をすべて満たす者
○幼稚園教諭免許を持つ、幼稚園、認定こども園に勤務する園長、副園長、教頭、主
幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭など
○2020 年３月 31 日又は 2021 年３月 31 日が、旧免許状ならば修了確認期限、新免許状
ならば有効期間満了である方
※講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として勤務した経験がある

者、臨時任用(または非常勤)、教員リスト登載者などです。教員でなく、また教員になる予定も
ない方は、免許状を持っていても受講できません。

３ 講習日時・会場・講習内容・担当講師
（１）講習番号１
日 時
講習名
会 場

2019 年７月 31 日（水）9：00～17：00 (認定試験を含む)
保育の実践力を高める
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

11 階

会議ホール風

静岡県静岡市駿河区東静岡 2 丁目 3－1
あそびを通した表現をテーマに、音楽表現を軸として様々な表現活動を実践を交
えながら考え、同時に保育者自身の表現に対する質の向上を図る。

講習内容

また、乳幼児期の発達の様相と特徴を理論的に学び、保育実践でその理論を活か
すために、子どもの発達にどのように寄り添い、環境を整備し、子どもの主体的な
育ちと学びを支えるかといった保育者の専門性を演習等を通して学ぶ。

担当講師

二木 秀幸 （静岡福祉大学准教授）
富田 久枝 （千葉大学教授）

（２）講習番号２
日 時

2019 年 8 月１日（木）9：00～17：00

講習名
会 場

(認定試験を含む)

幼稚園教育内容を深める
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

11 階

会議ホール風

静岡県静岡市駿河区東静岡 2 丁目３－１
近年、社会情勢の変化から保育の低年齢化が進み、保育現場では、日々幼児と接
する中で、『愛着』に問題があるのではないかと思われるケースに出会う。『愛着
障害』とは何かを学び、愛着に問題のある幼児への配慮と保護者対応について学ん

講習内容

でいく。
また、平成 29 年改訂、幼稚園教育要領の領域「健康」における改訂点を概説し、
改訂点の一つである新たに明記された「多様な動き」について解説し、乳児期から
小学校低学年を通した「動き」の理解から幼児期の経験の在り方を考察し、遊びと
しての運動を理解する。
西脇

担当講師

雅彦

吉田 伊津美

（東京福祉大学非常勤講師）
（東京学芸大学教授)

（３）講習番号３
日 時

2019 年 8 月２日（金）9：00～17：00

講習名
会 場

(認定試験を含む)

保育の実践力を高める
静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ

11 階

会議ホール風

静岡県静岡市駿河区東静岡 2 丁目３－１
支援困難になりやすい愛着障害の子どもの問題を取り上げ、愛着の視点からの支
援が果たす役割と意義、適切でないかかわり等を確認し、「愛情の器」モデルに基

講習内容

づく愛着修復プログラムの実際を紹介し、アドバイスやチーム支援、保護者支援等
のあり方にも言及し、愛着の視点からの支援の重要性を伝える。
また、季節の自然物を使った遊びや年齢に応じた野外遊びについて、実践的な知
識を身に付ける。

担当講師

４

米澤 好史（和歌山大学教授）
遠藤

知里（常葉大学短期大学部准教授）

受講料

各講座 6,000 円
（＊上記 3 講座に申し込みされる方は 18,000 円となります。）
受講希望者は、「事前申込」とともに、2019 年５月 15 日(水)までに次の口座に受講
料をお振込みください。また、一度納入いただいた受講料は原則返金できません。
＊受講料振り込みの名義は必ず「受講者本人の氏名」でお願いします。
領収書は発行いたしません。振込み控えをもって領収書に代えさせていただ
きます。
振込先口座

静岡銀行 本店営業部 普通預金 NO．１４７７６５２
静岡県私立幼稚園協会 代表 千葉一道

５

事前申込の方法 ＊今年度より申込専用アドレスを設けました
メールでお申し込みください。(メール送信が不可の園はファックスでお願いします。)
「免許更新講習 事前申込書」を下記アドレスへ送信してください。

E－mail：menkyo@shizushiyou.or.jp
＊こちらのアドレスは免許状更新講習申込専用です

なお、本講習で得た個人情報は、教員免許状更新講習実施のために使用し、他の目
的での利用または第三者へ提供することはありません。
６

事前申込の期間
平成 31 年４月 15 日（月）午前９時 ～ 平成 31 年４月 19 日（金）午後５時
申込みの受付は先着順で行います。受講希望者多数の場合は受講をお断りさせてい
ただきますので、あらかじめご承知おき願います。

７

事前申込及び講習内容についてのお問い合わせ先
一般社団法人 静岡県私立幼稚園振興協会事務局
原田
〒420－0853
静岡県静岡市葵区追手町 9－26 静岡県私学会館４階
TEL：054－254－6820
FAX：054－255－3694
E-mail：office@shizushiyou.or.jp

公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からのお知らせ
後日、本財団から事前申込者には、正式に受講の可否をお知らせする文書（受講申込書）
を送付させていただきます。
１

正式な受講申込書の郵送
① 受講者には、講習開催の 1 か月前までに受講申請書、受講票などを簡易書留でお送
りします。
② 受講申請書は必要事項をご記入の上、受講日の 10 日前までに、公益財団法人全日本
私立幼稚園幼児教育研究機構あて（〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館
別館４階）に「更新講習受講申請書在中」と朱書して郵送してください。受講申込書
の提出がない場合には、免許状更新講習を受講することはできませんので、必ずご提
出ください。
③ 受講申込書の受領後のキャンセルにつきましては、必ずご連絡くださいますようお
願いいたします。

２

履修認定等
各講習の履修認定は試験により評価します。履修認定された受講者には、講習終了後
約２か月以内に「履修証明書」を発行させていただきます。

３

正式な受講申請書のお問い合わせ先
公益財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館４階
TEL : 03-3237-1957（専用回線） FAX : 03-3263-7038
以上

