
姫路日ノ本短期大学

１．目　的

２．日　程
会場：姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

幼児教育の最新事情(A) ８月　６日（火）
6時間

（9:00 ～ 17:00）
複数回開催

幼児教育の最新事情(A) ８月２２日（木）
6時間

（9:00 ～ 17:00）
複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

教育行政の動向(B) ８月　７日（水）
６時間

（9:00 ～ 17:00）
複数回開催

教育行政の動向(B) ８月２３日（金）
６時間

（9:00 ～ 17:00）
複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

会場：姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）  ※「アレルギーと食育」は、栄養教諭の皆さんも対象となる講習です。

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

アレルギーと食育（C） ８月　９日（金）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

幼稚園教諭
保育教諭
栄養教諭

２００名 複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

会場：姫路商工会議所（兵庫県姫路市）

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

アレルギーと食育（C） ８月１７日（土）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

幼稚園教諭
保育教諭
栄養教諭

２５０名 複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

●「アレルギーと食育」は、会期により会場と受入人数が異なっています。

会場：姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

発達障害入門　特別支援教育・保育
で活用できる知識と支援技術と遊び

(D)
８月　８日（木）

６時間
（9:00 ～ 17:00）

複数回開催

発達障害入門　特別支援教育・保育
で活用できる知識と支援技術と遊び

(D)
８月１９日（月）

６時間
（9:00 ～ 17:00）

複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

会場：姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）

講習名 開設日 時間数 主な対象者 受入人数 備　考

わらべうた（Ｅ） ８月２４日（土）
６時間

（9:00 ～ 17:00）
複数回開催

●日程を選択することはできませんのでご承知おきください。

複数回開催

わらべうた（Ｅ） 複数回開催

７月３０日（火）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

８月　２日（金）

わらべうた（Ｅ） 複数回開催

わらべうた（Ｅ） 複数回開催

幼稚園教諭
保育教諭

各９０名

６時間
（9:00 ～ 17:00）

８月２７日（火）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

８月３０日（金）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

選
択
領
域

教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

わらべうた（Ｅ）

2019年度 夏期教員免許状更新講習募集要項

教職についての考察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項

　2009年4月より施行された教員免許更新制度は、「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。本学では、主に幼稚園教諭、保育教諭を対象に、必修領域、選択必修領域及び選択領域の講習
を実施します。

必
修
領
域 各２００名

幼稚園教諭
保育教諭

選
択
必
修
領
域

教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

幼稚園教諭
保育教諭

各２００名

選
択
領
域

幼稚園教諭
保育教諭

各２００名

学校を巡る近年の状況の変化

選
択
領
域

教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

選
択
領
域

教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

※「アレルギーと食育」は、栄養教諭の皆さんも対象となる講習です。



３．講習概要等

講習名

幼児教育の最新事情(A)

講習名

教育行政の動向(B)

講習名

アレルギーと食育（C）

発達障害入門　特別支援教育・保育
で活用できる知識と支援技術と遊び

(D)

わらべうた（Ｅ）

４．受講対象者

　次の（１）及び（２）を満たす方

（１） 修了確認期限が平成３２年３月３１日となる方

　　昭和５９年４月２日～生まれの方

　　昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日生まれの方

　　昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日生まれの方

　　文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm）で確認してください。

（２） 次のいずれかに該当する方

①　幼稚園に勤務している教諭（ 勤務することが決定している者を含む。）

②　幼稚園に勤務した経験のある教諭

③　認定こども園に勤務している教諭及び幼稚園教諭の免許を持つ保育士

④　幼稚園設置者が設置する保育園に勤務している幼稚園教諭の免許を持つ保育士

⑤　認可保育所に勤務する幼稚園教諭の免許を持つ保育士

など

◆ 栄養教諭の受講対象者は、　文部科学省のHP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm）で確認してください。

選
択
必
修
領
域

講習の概要

子どもの健全な発育を支援する者が知って
おくべき食物アレルギーの発症原因と食事
における対応、栄養士との連携について解
説する。また、安全な支援環境を作るための
栄養学的取り組み、成長過程における食支
援の取り組みについて解説する。

橋本　賢（幼児教育科非常勤講師）

必
修
領
域

選
択
領
域

講習の概要 担当講師

わらべうた遊びは、空間認知、巧緻性、言語・音楽面
への刺激、全身運動、感情のコントロール、コミュニ
ケーション能力を育ててくれる。古いものは平安時代
にまで遡ることができるが、その効果は科学的にも証
明されている。わらべうた遊びの集団教育で遊ぶとき
の工夫の仕方、遊びのアレンジを学び、実際に体を動
かして遊びを体験する。

堀口　真奈美（幼児教育科非常勤講師）

講習の概要 担当講師

教育実践の前提を支えている子ども観や教育・保育
観に関する知識の再構成を促すため，世界の幼児教
育の動向を知り、日々の実践を振り返ることを目指
す。また、子どもの発達を深く理解し、さらに生活の変
化に伴う保育の課題を明らかにすることを通して、こ
れからの幼児教育に求められる保育者としての資質
を養う。

木原　裕（学長・幼児教育科教授)

松枝　拓生（幼児教育科非常勤講師）

発達障害児に対する教育・保育において必要となる
知識と支援技術について学びます。発達障害の一般
的な特性、子どもの捉え方、支援の考え方、アセスメ
ント、生活場面での工夫（視覚的援助）などについて
お伝えするとともに、発達障害の特性や発達段階に
合わせて遊びを組み立てていく思考法を体得できる
演習なども実施します。

太田　篤志（幼児教育科非常勤講師）

担当講師

保育の現場を巡る制度や言説における近年の動向を
把握し、そこで生じている課題を考察することを目指
す。とりわけ、幼児を取り巻く環境の変化に伴う課題
についてどのように対応すればよいのか、具体的実
践の中で考察する。

松枝　拓生（幼児教育科非常勤講師）



５．受講料

講習区分 講習時間 受講料

必修領域 ６時間          6,000円

選択必修領域 ６時間          6,000円

選択領域 ６時間          6,000円

６．受講予約申込について

予約申込の受付は、メール受信の先着順となります。

申込期間

ここにQRコードを掲載いたします。

予約申込フォームに従って次の事項を記載してください。

・勤務先　・保有免許状（チェックを入れる）　・希望講習名（チェックを入れる）　

・受信用メールアドレス（ＰＣ用）　※添付ファイル等を送信の場合に使用します。

★予約申込はお一人様１回限りといたします。

　 各々本学からのメールを受信できる設定にしておいてください。（PCからの送信メール拒否設定の解除等）

①　上記申込期間以外は、受け付けませんので、ご了承ください。

②　各講習の受入人数に達し次第、受付を締め切り、本学ホームページで公表します。

７．開講要件について

各講習とも受講者数が１０名未満の場合は、開講しません。

８．受講の可否通知及び登録必要書類の様式送付について

９．登録について

２０１９年６月３日(月）　～　６月１４日(金）

受講可のメール受信後、日程等で都合がつかず受講を断念される場合は、事前に本学迄必ずご連絡をお願い致します。

（２）　書類提出期間

（１）　受講予約申込で受講を可とされた方は、次の登録に必要な書類を提出期間内に本学宛郵送してください。

※①、②の様式をメールでご連絡します。

④　写真（4cm × 3cm）（①貼付分とは別に、受講票貼付用として）

③　返信用封筒（140円切手貼付、住所及び宛名を記入した、Ａ４がおらずに入る角2サイズの封筒）

①　受講申込書（写真貼付（4cm × 3cm））

②　事前アンケート（課題意識調査）

上記（１）の①～④の書類が本学に到着後、内容確認の上、受講料の振込案内についてメールで通知します。

（３）　受講料の振込について

受講料は、指定する振込期限までに振り込んでください。

受講の可否、受講申込書等の連絡は、お申込いただいたメールアドレス宛に通知致します。

２０１９年５月２０日（月）１０時　～　５月２４日（金）１７時（募集開始と同時に多数のご応募をいただいております。）

１講習当たりの金額

★予約申込に使用しているメールアドレス、受信用メールアドレス（PC用）を使ってご連絡等をいたしますので、

注意事項

パソコン用

下記を、 クリックすると予約申込フォームが出てきます。

ここに、予約申込フォームへのリンクを貼ります。

スマホ用

下記QRコードをスマホのQRコードスキャナーで撮ると予約申込フォームが出てきます。

※スマホでQRコードを読み取った時、通常ブ
ラウザに連携しフォームが表示されますが、
スマホによって表示できない場合がありま
す。その際は、上記のパソコン用フォームで
お願いします。

・予約申込に使用しているメールアドレス　・氏　名　・氏名ひらがな　・生年月日　・自宅郵便番号　・自宅住所　・自宅か携帯電話番号

★一つのメールアドレスで複数のお申し込みはご遠慮ください。

備　考



１０．受講票の送付

１１．受講に関する注意事項

１２．履修認定試験

１３．受講後の事後評価アンケート

１４．履修証明書

１５．受講辞退について

１６．交通アクセス
姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）

◆　ＪＲ利用の場合：JR姫路駅から播但線乗車　香呂駅下車徒歩約１２分◆　マイカー利用の場合：播但連絡道　船津ランプ出口

姫路商工会議所（兵庫県姫路市）

姫路商工会議所

◆　ＪＲ利用の場合：JR姫路駅から播但線乗車　京口駅下車徒歩約5分

◆　マイカー利用の場合：国道2号線　姫路市保健所東

１７．登録書類提出先

姫路日ノ本短期大学　教務学生課免許状更新係

679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂８９０

TEL　079-232-4140　FAX　079-232-8309 E-mail：koushin@himeji-hc.ac.jp

　　  なお、ご指定の口座に事務手数料（1,000円）を除いた金額を返還します。

（１）　申出期限（電話またはメールで）

２０１９年７月５日(金）１７時まで

（2）  申出後、　『受講辞退届兼受講料返還申請書』をメールで送付しますので、必要事項を記入の上、期日までに郵送してください。

各講習の最後に履修認定試験を実施します。

各講習終了後に講習評価アンケートに回答していただきます。

入金後、やむを得ない事情で受講を辞退される場合は、以下の手続を行ってください。

受講料の入金確認後、受講票等を送付します。

原則として、遅刻、早退、欠席は認められません。

履修認定試験に合格し、事後評価アンケート提出の方には当該講習の「履修証明書」を９月２７日（金）までに本人宛に送付します。


	免許更新講習予約申込等

