
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) １１月３０日（火）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

幼稚園教諭
保育教諭

小学校教諭
４０名

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

教育行政の動向(B) １２月　１日（水）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

幼稚園教諭
保育教諭

小学校教諭
４０名

会場：姫路日ノ本短期大学キャンパス（兵庫県姫路市）  ※「子どもの疾病における栄養学的アプローチ」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

子どもの疾病における ６時間 
栄養学的アプローチ（C） （9:00 ～ 17:00）

発達障害入門　特別支援教育・保育で ６時間 
活用できる知識と支援技術と遊び  (D) （9:00 ～ 17:00） ４０人

ＩＣＴを活用した授業教材の ６時間 
活用法（E）

（9:00 ～ 17:00）

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

●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。

姫路日ノ本短期大学

2021年度 冬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

※本年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から受入人数を縮小しています。

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（G）

豊かな感性を育む表現活動（F） １２月２２日（水）
６時間

（9:00 ～ 17:00）

幼稚園教諭
保育教諭

小学校教諭
２０人

選
択
必
修
領
域

学校を巡る近年の状況の変化

１２月　４日（土）
幼稚園教諭
保育教諭
栄養教諭

４０人

１２月１８日（土）

１２月２０日（月）

幼稚園教諭
保育教諭

小学校教諭

幼稚園教諭
保育教諭

小学校教諭
中学校教諭

高等学校教諭

４０人

※新型コロナウイルス感染拡大により、講習を中止する場合があります。その際は、別途ご連絡いたします。

教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

複数回開催

１２月２１日（火）
６時間

（9:00 ～ 17:00）
わらべうた（G） 複数回開催幼稚園教諭

保育教諭
小学校教諭

各２０名

選
択
領
域

６時間
（9:00 ～ 17:00）

１２月２４日（金）



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

子どもの疾病における
栄養学的アプローチ（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)

ICTを活用した
授業教材の利用法（E）

豊かな感性を育む表現活動（F）

わらべうた（G）

４．受講対象者

（1）修了確認期限について

平成21年（2009年）3月31日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方

免許状更新講習受講 左記の期間にて

期間及び更新講習修了更新した者の次回の

確認申請期間 修了確認期限

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

昭和41年4月2日～昭和42年4月1日

昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日

昭和42年4月2日～昭和43年4月1日

昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

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。

松枝　拓生（幼児教育科非常勤講師）

講習の概要

令和4年3月31日1

必
修
領
域

平成25年3月31日
平成23年2月1日～
平成25年1月31日

令和5年3月31日

選
択
必
修
領
域

保育所保育指針・幼稚園教育要領の改定により示され
た「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」10の姿の一
つ「豊かな感性と表現」。子どもたちが経験から感じたこ
とを豊かに表現するために、保育士や教員がどのよう
に関わるべきかについては、重要な課題である。子ども
自身が思い思いに表現する楽しさを大切にしていくこと
が、豊かな感性を育むうえで重要となるが、幼少期の発
達に直接的に携わる者として多様な表現技法や道具な
どを経験できるように環境を整えていくことも必要であ
る。本講習では、「豊かな感性と表現」とは何かについ
て理解を深めるとともに、「身体表現」「創作表現」を中
心に実践事例をもとに、子どもの育ちや援助のあり方を
考察していく。

勝木　洋子（学長）
佐藤栄悟（幼児教育科講師）

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）

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

受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限

2

平成22年2月1日～
平成24年1月31日

平成24年3月31日

成長期における健康維持は、からだにおける栄養素の
需要と供給のバランスによってコントロールされている
面が大きいと考えられている。また、自律神経機能に
よって制御される体温調節や発汗機能の発達途上で
風邪などの体調不良を訴えることが多い。本講習で
は、栄養学の基礎を解説した上で、成長期における疾
病予防、及び疾患治療のサポートのための食事摂取
の考え方を中心に解説する。

橋本　賢（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ぶ。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す
る。

太田　篤志（幼児教育科非常勤講師）

学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進んでいる
中で、授業におけるＩＣＴ環境での教材活用の考え方・
手法について講義演習をおこなう。情報機器やネット
ワークの整備が進む教育環境で、ＩＣＴを活用した授業
の事例や演習を通してその有効性や活用方法につい
て考える。黒板とチョークとデジタル化された学習教材
の効果的な利用法について具体的な機器操作事例も
含めて講習をおこなう。

野口　義栄（幼児教育科非常勤講師）



平成21年（2009年）4月1日以降に初めて教員免許状を授与された方

新免許状　（平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方の免許状）には、10年の有効期間が付されます。有効期間は、その免許状に係る所要資格を得た日から

10年後の年度末となります。

また、新免許状の場合、受講対象者であるか否かにかかわらず、有効期間の満了日までに更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなかった場合、所持する免許状は

失効することになります。

状況に応じて更新の方法が異なりますので、下記の文部科学省該当ホームページで御確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314443.htm 

※　平成21年3月31日以前に授与された免許状をお持ちの方は、平成21年4月以降に免許状が新たに授与されても、「旧免許状所持者」の扱いになり、新たに授与された免許

状についても、有効期間の付されない旧免許状となりますので御注意ください。

◆文部科学省のHPで確認してください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

◆教員免許状の有効期間確認ツール（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm 

（2）受講対象者について

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で確認してください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

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

※「豊かな感性を育む表現活動」は、材料費として別途500円を頂きます。（受講料と併せて6,500円となります。）

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

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）

★各講習の受入人数に達した場合、以後予約申込フォームは開きません。

①　上記申込期間以外は、受付ませんので、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。

https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98

注意事項

★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、

１講習当たりの金額（「豊かな感性を育む表現活動」のみ6,500円）

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。

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

２０２１年１０月１８日（月）１０時　～　１０月２２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。）

★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。（所属園から受講希望者を一括送信する場合等）

備　考

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314443.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98
https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98
https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98
https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98
https://forms.gle/Aahjg1TaoQrnZjz98


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

２０２１年１０月２７日(水）　～　１１月１０日(水）

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

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

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。

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。

受講料の入金確認後、受講票等を送付します。

（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。

（２）　書類提出期間

（３）　受講料の振込について

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。

受講料は、指定する振込期限までに振り込んでください。

※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）

（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。

　　  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。

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。

各講習の最後に履修認定試験を実施します。

原則として、遅刻、早退、欠席は認められません。

２０２１年１１月２２日(月）１７時まで

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１月２１日（金）までに本人宛に送付します。

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。

（１）　申出期限（電話またはメールで）


