平成 31 年度 教員免許更新制
免許状更新講習
受講者募集要項
対象：幼稚園教諭

文京学院大学ふじみ野キャンパス
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A．講習の概要
1．制度の概要
教員免許更新制は、その時々で求められる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壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。
教員免許状を有効な状態で保持するためには、有効期間満了日又は修了確認期限の 2 年 2 か月前から 2 か
月前までの 2 年間に、大学などが開設する 30 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（都
道府県教育委員会）に申請する必要があります。
また、有効期間の延長又は修了確認期限の延期、講習の受講免除が可能な事由に該当する場合、免許管理
者（都道府県教育委員会）に申請することにより、有効期間の延長又は修了確認期限の延期、講習の受講免除が
可能な場合があります。
2．受講対象者
本学の受講は幼稚園教諭対象向けの講習となります。その上で以下の①②の条件を満たす方となります。
①更新講習の受講対象者（講習を受講できる者）は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する
者です。
(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
(3) 教員採用内定者
(4) 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
(5) 過去に教員として勤務した経験のある者
(6) 認定こども園で勤務する保育士
(7) 認可保育所で勤務する保育士
(8) 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
②生年月日がいずれかに該当する方
※対象期間外の方は各都道府県教育委員会へ確認の上、必要に応じて申し込みをして下さい。
平成 32年 3月31日に修了確認期

平成 33年 3月31日に修了確認

生年月日が昭和59年4月2日以降

限を迎える方（旧免許状）

期限を迎える方（更新が2回目）

の方（新免許状）

生 年 月 日

生 年 月 日

該当する有効期限

昭和 39年 4月 2日～

昭和 30年 4月 2日～

昭和 40年 4月 1日

昭和 31年 4月 1日

昭和 49年 4月 2日～

昭和 40年 4月 2日～

昭和 50年 4月 1日

昭和 41年 4月 1日

※有効期間満了の日は免許状に

昭和 50年 4月 2日～

記載されています

昭和 59年 4月 2日～

昭和 51年 4月 1日
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平成32年3月31日～
平成33年3月31日

３．受講対象者であることの証明について
「更新講習申込書」を提出する際には「受講対象者であることの証明」が必要になります。
受講対象者であることが証明されない場合は、受講申請を受け付ける事ができません。

現職教員の方

受講申込書の証明者記入欄に勤務校の校長（または園長）の証明
教員採用内定者、稟議任用教員リスト登載

任用または雇用する可能性がある教育委員会

者

や法人の長の証明

過去の教員勤務経験者

以前に勤務していた学校の園長または教育委

現職でない方

員会や法人の長の証明
認定こども園および認可保育所の保育士

施設の長の証明

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外

施設の設置者の証明

保育施設に勤務する保育士

４．講習日程
①必修

平成 31 年 7 月 29 日(月)

②選択必修

平成 31 年 7 月 30 日(火)

③選択

平成 31 年 7 月 31 日（水）、8 月 1 日(木)、2 日(金)

※代替振替日 平成 31 年 8 月 3 日(土)
（悪天候や交通機関(東武東上線)の影響に伴う、休講措置の場合のみ）
５．講習時間割
受 付

8:30～8:50

オリエンテーション

8:50～8:55

（初日のみ）

※8:50 までには必ずご着席下さい。

1 時限

9:00～10:00

2 時限

10:10～11:10

3 時限

11:20～12:20

昼 食

12:20～13:20

4 時限

13:20～14:20

5 時限

14:30～15:30

6 時限

15:40～16:40
※時限内に 30 分から 40 分程度の認定試験を行います。
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６．定員
各領域 40 名ずつ
※選択領域は 3 日間を 1 セットとして受付を行います。
７．実施場所
〒356-8533

埼玉県ふじみ野市亀久保1196

文京学院大学 ふじみ野キャンパス

東武東上線ふじみ野駅下車 無料スクールバス7分
※公共交通機関をご利用の上、ご来校ください。
※駐輪場はご利用いただけます。
※食堂は夏期閉鎖期間となっておりますので、各自昼食はご用意ください。（飲み物の自動販売機はあります。）
８．受講料
・必修領域

6,000 円

・選択必修領域 6,000 円
・選択領域

18,000 円 (3 日間１セットの申し込みとなります。１日単位の申し込みはできません。)

B．履修・修了認定について
１．履修認定について
すべての講習において認定試験を最終時限に実施致します。認定基準は、出席状況および認定試験の成績に
基づき、文部科学大臣が定める基準によって行います。受講者には認定の可否のみ通知致します。
２．「履修・終了証明書」の発行、送付について
平成 31 年 9 月初旬までに連絡先としてご登録頂いた住所に送付致します。
※免許状更新講習を受講しただけでは更新手続きは完了ではありません。受講者自身による都道府県教育委員
会への申請が必要です。申請の期間は修了確認期限の 2 か月前です。申請期限間際は教育委員会も混雑が予
想されます。余裕を持って申請を行って下さい。

C.受講申し込み
１．申し込み受付期間
平成 31 年 3 月 18 日(月)から平成 31 年 5 月 31 日(金)
※各領域とも先着順となります。各定員 40 名になり次第締め切りとなります。
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２．申し込み方法
2-1：本学ホームページにて受付 ※仮申し込みとなります。ホームページのみでの受付となります。
≪申し込み手順≫⇒ 10 ページをご参照ください。
① 本学ホームページ（https://www.u-bunkyo.ac.jp/）より「教員免許状更新講習」をクリックして下さい。
② 「2019 年(平成 31 年)教員免許状更新講習に関して」のページへ移動します。
③ 「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャンパス)」ボタンをクリックして下さい。
④ 「2019 年(平成 31 年)幼稚園免許更新講習」のご案内ページへ移動します。
⑤ 「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャンパス)お申込みフォームへ進む」をクリックして下さい。
⑥ お申込みフォーム画面に移動します。必要事項を記入し「登録」ボタンを押してください。
⑦ 自動配信メールが届きますので、内容を確認して下さい。
2-2：申し込み書類送付
登録完了者には内容を確認させて頂いた上、本学より 4 月 3 日(水)以降に下記書類を随時郵送致します。
※3 月中にお申込みをされた方は 4 月 12 日（金）までにお手元に書類が届かない場合 本学教職課程センタ
ーホームページ内「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャンパス)お問合せへ進む」よりご連絡をお願い
致します。確認を行い、こちらよりご連絡を入れさせて頂きます。
《発送物》
・文京学院大学免許状更新講習受講申込書 ※顔写真が必要となります。
・講習料納入書
2-3：講習料の払い込み ※講習料納入期限：6 月 11 日(火)
お手元に届きました「講習料納入書」を使用頂き、下記注意事項をご確認の上、
最寄りの金融機関（郵便局は利用できません）窓口からお振り込みください。
①必ず受講者登録を行った氏名でお振込み下さい。
②納入書（大学提出用）は申込書と一緒にご提出ください。
【インターネットバンキングご利用の場合】
振込明細照会や振込決済が完了した画面をプリントアウトの上、申込書と一緒にご提出下さい。
【ATM ご利用の場合】
①振込人入力の際、頭に【登録番号】下３桁を打ち込みの上、【受講者登録を行った氏名】を入力してくださ
い。 （例：００１ ブンキョウ タロウ）
②納入書（大学提出用）の金融機関領収印欄に振込日、振込人名義（振込明細書に記載の通り）を記載し
て、申込書と併せてご提出下さい。（ご利用明細コピー同封も可）。
※振込手数料は、受講者の負担になります。
※申込み領域により、合計料金は異なりますのでお間違いのないようお振込み下さい。
※期限までに納入されない場合はキャンセルとみなしますが、頂いている連絡先へ確認のご連絡を入れさ
せて頂きます。キャンセルされる場合は指定方法にて必ず手続きを行って下さい。(8 ページ参照)
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2-4： 提出書類を本学へ送付 ※提出期限：6月19日(水)必着
① 「文京学院大学免許状更新講習受講申込書」（受講対象者証明書を含む）
② 「講習料納入書(大学提出用)」
３．受講用必要書類の送付
2-4 に記載されている書類をご提出頂き、申し込みが完了した方へ本学より「教員免許更新講習のご案内」、
「受講票」の他、受講に必要な資料を送付致します。当日までに内容をよく確認のうえ、資料は当日持参して下さ
い。発送は 7 月初旬を予定しております。
※申し込み手続きを全て完了したにも関わらず 7 月 19 日（金）までにお手元に届かない場合は、
本学問い合わせ先まで確認の連絡を入れて下さい。
※「受講票」には顔写真が必要となります。
≪書類の郵送先≫
〒356-8533

埼玉県ふじみ野市亀久保1196
文京学院大学人間学部教務グループ 教員免許状更新講習担当 宛

≪問い合わせ先≫
各種お問い合わせは、本学教職課程センターホームページ内「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャ
ンパス)お問合せへ進む」よりお願い致します。内容を確認の上、こちらから電話もしくはメールにて対応させて
頂きます。

D.講習一覧

領域

講習名

講習日

担当

必修

教育の最新事情

７月 29 日（月）

松村和子

７月 30 日（火）

鳩山多加子

テキスト解釈を通じて子ども理解を学ぶ

７月 31 日（水）

木村浩則

学校保健計画と感染症対策・応急処置の方法

８月１日（木）

須藤佐知子

幼児の造形活動の意義と支援

８月２日（金）

菖蒲澤 侑

選択必修

選択

園における危機管理上の課題と
組織的対応の必要性
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【講習内容】
領域：必修

講習日：7/29(月)

講習名：教育の最新事情

担当：松村和子
試験方法：筆記試験

内容： 「国の教育政策や世界の教育の動向」 「教員としての子ども観、教育観等についての省察」 「子供の発達
に関する脳科学、心理学等における最新の知見」 「子供の生活の変化を踏まえた課題」等について、幼稚園をめ
ぐる近年の状況変化や、専門職たる教員の役割などを踏まえ、教師にとって自らの資質や力量を見直す機会にな
り、今後の教育実践に役立つような体系的な講義を行う。新幼稚園教育要領等にも言及する。

領域：選択必修

講習日：7/30(火)

講習名：園における危機管理上の課題と組織的対応の必要性

担当：鳩山多加子
試験方法：筆記試験

内容： 園生活の中では、教育課程内外の事故や自然災害等様々な危機が何時でも何処でも起こる可能性があ
る。危機に対して一日も早く正常の生活に戻すためには日常の危機管理が必要である。特に教職員の意識の向上
のためにも組織的な対応が重要である。そこで園の危機管理上の課題を明確にし、組織的な対応に向けての方策
を考える。また、学校をめぐるさまざまな危機管理上の問題を具体的に考え、危機管理体制のあり方を学ぶ。

領域：選択

講習日：7/31(水)

担当：木村浩則

講習名：テキスト解釈を通じて子ども理解を学ぶ

試験方法：筆記試験

内容： 私たちが子どもを理解しようとするとき、それが唯一正しい理解であるとは限らない。理解とは、私の主観性
に制約されると同時につねに多様な解釈へと開かれているからだ。しかしそれはまた豊かな実践の可能性にもつな
がる。本講義では、アニメなどの映像テキストを題材に、受講者で解釈を交流しながら自らの作品理解を深めるとと
もに、そのプロセスを通じて、子ども理解や保育実践の豊かな可能性を開くことを目指したい。

領域：選択

講習日：8/1(木)

担当：須藤佐知子

講習名：学校保健計画と感染症対策・応急処置の方法

試験方法：筆記試験

内容： 幼稚園教育現場における幼児の健康、安全を守るための留意点を具体的に学ぶ。学校保健計画につい
て取り上げ園全体の取り組みについて学ぶとともに、実習を取り入れながら具体的な幼児への対応方法を身につ
ける。具体的には以下の事項を取り上げる。
・保健計画（健康教育計画案作成） ・感染症対策（体調不良児の看護・嘔吐処理演習）
・怪我の手当てと個別対応 ・心肺蘇生法及びアレルギー対応：演習 ・災害時の対応

領域：選択

講習日：8/2(金)

担当： 菖蒲澤 侑

講習名：幼児の造形活動の意義と支援

試験方法：筆記試験

内容： 子どもたちは楽しい遊びである造形活動を通して、日々出会う世界の面白さや、世界を生きる自分の感覚を
確かめる。また、材料や道具、環境を整備したり、言葉がけを工夫したりすることで、更に造形活動が発展し、幼児
の自己実現に繋がることがある。本講習では、“身体”をテーマとする造形活動を中心に、材料・道具・制作の環
境・言葉がけや掲示等の支援などの側面から検討しながら、幼児の造形活動の意義と多様な支援の在り方につい
て考える。
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E.その他
１．キャンセルに関して
申し込みをした後にキャンセルを希望される場合は、本学教職課程センターホームページ内「幼稚園免許更新
講習(埼玉県ふじみ野キャンパス)キャンセルフォームへ進む」より必ず手続きをして下さい。折り返し、こちらより確
認の連絡を入れさせて頂きます。受講料の返金が発生する場合は返金手続きをご案内致します。
キャンセル時期により返金の有無が発生致しますのでご注意下さい。
7 月 19 日(金)17:00 までのキャンセル➡全額返金致します。
7 月 19 日(金)17:00 以降のキャンセル➡返金対象外となります。
※無連絡の場合も、返金対象外となりますので、ご注意ください。
2．代替振替日に関して（8 月 3 日土曜日）
講習日程である平成 31 年 7 月 29 日から 8 月 2 日の期間中に本学の判断によりやむを得ず休講措置を取った
講習において代替振替日にて実施致します。予めご了承下さい。休講情報などは本学ホームページにて案内致し
ます。これに伴う手続き等に関しては、対象者に別途ご案内いたします。尚、講習が中止となり、かつ代替振替日に
も実施できない場合は、既納の受講料を全額返還致します。
※受講生の都合により通常開講日（7 月 29 日から 8 月 2 日）のいずれかを欠席した場合は、
この限りではありません。

文京学院大学の紹介
≪大学・大学院、学部学科構成≫
**埼玉県ふじみ野キャンパス**(幼稚園免許更新講習実施会場)
●人間学部 コミュニケーション社会学科［１、2 年生］、児童発達学科、人間福祉学科、心理学科
●保健医療技術学部 理学療法学科、作業療法学科、臨床検査学科[1 年]、看護学科[1 年]
●大学院 人間学研究科

**東京都本郷キャンパス**
●外国語学部 英語コミュニケーション学科
●経営学部 経営コミュニケーション学科（マネジメント専攻、マーケティング・デザイン専攻）
●保健医療技術学部 臨床検査学科[2 年〜4 年]、看護学科[2 年〜4 年]
●人間学部 コミュニケーション社会学科［3、４年生］
●大学院 経営学研究科、外国語学研究科、保健医療科学研究科

≪リカレント・科目等履修≫
両キャンパスにて実施しております。
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≪会場までのアクセス≫
**埼玉県ふじみ野キャンパス**(幼稚園免許更新講習実施会場)

●最寄り駅から
・東武東上線(東京メトロ有楽町線・副都心線乗り入れ)
「ふじみ野」駅下車（急行停車駅・池袋より 24 分）
●ロケーション
・「ふじみ野」駅西口よりスクールバス 7 分または東武バスで 9 分（東武バス乗車の場合：大井循環〈文京学院大学
経由〉「文京学院大学前」下車）
**東京都本郷キャンパス**

●最寄り駅から
・東京メトロ南北線「東大前」駅下車（2 番出口）徒歩 0 分
・都営三田線「白山」駅下車(A2 出口)徒歩 10 分
・東京メトロ千代田線「根津」駅下車（1 番出口）徒歩 10 分
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本学ホームページ・申し込み画面

※各種問い合わせもこちらの画面から行えます。

本学ホームページ（https://www.u-bunkyo.ac.jp/）より「教員免許状更新講習」ページへ

「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャンパス)」ボタンをクリック

「幼稚園免許更新講習(埼玉県ふじみ野キャンパスお申込みフォームへ進む)をクリック

最新の受講に関するお知らせや、
お問合せ等につきましても
こちらの画面から確認いただけます。
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