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竹早教員保育士養成所免許状更新講習 

 

１．受講資格 

 平成２８年度免許状更新講習を受講できる方は、 

   昭和３６年４月２日～昭和３８年４月１日生まれ 

   昭和４６年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ 

   昭和５６年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ 

 の方で、平成２１年３月３１日までに授与された免許状を有し、かつ以下の項目

に該当する方です。 

 

※修了確認期限  第７期の方は平成２９年３月３１日 

         第８期の方は平成３０年３月３１日 

 

（１）国公私立の幼稚園等に勤務する園長・副園長・主任・教諭（非常勤講師・臨

時講師を含む）である方 

（２）認定こども園、あるいは幼稚園を設置している者が設置する保育所などに勤

務しており、幼稚園教諭免許状を有している保育士の方 

（３）その他、竹早教員保育士養成所での必修講習・選択講習の内容が現任校での

教育活動と関連ありと認められた方 

２．選択必修領域の導入について 

～平成２８年４月から免許状更新講習の内容が変わります～ 

【目的】 

 受講者の希望やニーズに基づき、これまでの「必修領域」の内容を精選し、受講

者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ

て、適時に現代的な教育課題を学べるようにする。 

 

【内容】 

○これまでの「必修領域」の内容及び時間数の見直し（１２時間→６時間） 

○学校種・免許種等に応じた「選択必修領域」の導入（６時間） 

 

今までの免許状更新講習の内容     これからの免許状更新講習の内容 

 

計３０時間               計３０時間 

  必修領域（１２時間）          必修領域（６時間） 

                      選択必修領域（６時間） 

  選択領域（１８時間）          選択領域（１８時間） 



３．開講する講習内容【開講時間割は別表】 

（１）必修領域（「教育の最新事情」６時間）【Ａ講習】 

   教職についての省察並びに子どもの変化 

教育政策の動向及び学校内外における連携協力についての理解に関する事項

についての講習 

① 幼稚園及び教員を取り巻く最新の状況の考察 

② 子どもの発達及び生活課題（特別支援教育を含む） 

 

（２）選択必修領域（「幼小連携における教育課題とその対応」６時間）【Ｂ講習】 

① 学校を巡る近年の状況の変化（学習指導要領の改訂の動向等） 

② 様々な問題に対する組織的対応の必要性（学校における危機管理上の課題） 

③ 学校、家庭並びに地域の連携及び協働 

 

（３）選択領域（「教員の資質の向上と指導法の研究」１８時間）【Ｃ講習】 

   教科指導、生徒指導、その他教育の充実に関する事項についての講習 

① 敬語入門 

② 心と体の健康づくり 

③ 食を取り巻く環境を考える 

④ 子どもの生活と音楽表現 

⑤ 幼稚園における遊びと教材の研究 

⑥ 人間関係づくり 

 

（４）講座の履修 

① 必修講習【Ａ講習】は、 ６時間単位で履習する 

② 選択必修【Ｂ講習】は、 ６時間単位で履修する 

③ 選択講習【Ｃ講習】は、１８時間単位で履習する 

 

４．募 集 人 員 

（１）必修講習 

【Ａ－１期】 平成２８年 ６月１８日（土）･･････５０名 

【Ａ－２期】 平成２８年 ８月２２日（月）･･････５０名 

 

（２）選択必修 

【Ｂ－１期】 平成２８年 ６月２５日（土）･･････５０名（各講習） 

【Ｂ－２期】 平成２８年 ８月２３日（火）･･････５０名（各講習） 

 

（２）選択講習 

【Ｃ－１期】 平成２８年８月５日（金）８日（月）９日（火）１０日（水）･･･５０名 



【Ｃ－２期】 平成２８年１０月２２日（土）・１０月２９日（土） 

       平成２８年１１月 ５日（土）・１１月１２日（土）   ･･･５０名 

 

※ 各期において、受講者数が少数の場合、開講を取り止めるか、同一講習の別の

講座への異動をお願いすることがあります。 

（これらの場合、確認の連絡を行います） 

 

５．受講申込期間及び方法 

 講習開講日 受講申込期間 受講料振込期限 

必修講習 

【Ａ－１】 
平成 28年 6月 18日（土） 

平成 28年 4月 18（月）～ 

平成 28年 5月 26日（木） 
平成 28年 6月 1日（水） 

必修講習 

【Ａ－２】 
平成 28年 8月 22日（月） 

平成 28年 4月 18日（月）～ 

平成 28年 7月  8日（金） 
平成 28年 7月 13日（水） 

選択必修 

【Ｂ－１】 
平成 28年 6月 25日（土） 

平成 28年 4月 18（月）～ 

平成 28年 5月 26日（木） 
平成 28年 6月 1日（水） 

選択必修 

【Ｂ－２】 
平成 28年 8月 23日（火） 

平成 28年 4月 18日（月）～ 

平成 28年 7月  8日（金） 
平成 28年 7月 13日（水） 

選択講習 

【Ｃ－１】 

平成 28年 8月 5日（金） 

平成 28年 8月 8日（月） 

平成 28年 8月 9日（火） 

平成 28年 8月 10日（水） 

平成 28年 4月 18日（月）～ 

平成 28年 7月  8日（金） 
平成 28年 7月 13日（水） 

選択講習 

【Ｃ－２】 

平成 28年 10月 22日（土） 

平成 28年 10月 29日（土） 

平成 28年 11月 5日（土） 

平成 28年 11月 12日（土） 

平成 28年 4月 18日（月）～ 

平成 28年 7月  8日（金） 
平成 28年 7月 13日（水） 

 

６．受講料 

   必修領域講習  【Ａ講習】  ６時間   6,000円 

   選択必修領域講習【Ｂ講習】  ６時間   6,000円 

   選択領域講習  【Ｃ講習】 １８時間   20,000円 

 

※ 竹早教員保育士養成所で３０時間受講する場合は総計 32,000円となります。 

※ 講座によってはテキスト代、教材費を実費で徴収します。 

 

 



７．授業時間帯の例 

１時限 ２時限 昼休み ３時限 ４時限 

８：５０ 

～ 

１０：２０ 

１０：３０ 

～ 

１２：００ 

１２：００ 

～ 

１２：５０ 

１２：５０ 

～ 

１４：２０ 

１４：３０ 

～ 

１６：００ 

 

 

８．開講スケジュール 

＜必修領域 ６時間＞【Ａ講習】 主な受講対象者：全ての学校種（教諭） 

 幼稚園及び教員を取り巻く最新の教育の動きについての理解を図るとともに、教

員が自らの教職生活を振り返り自己を変革させようという意欲の喚起の機会とする。 

 

１．幼稚園及び教員を取り巻く最新の状況の考察   齊藤 光一 

 

２．子どもの発達及び生活課題（特別支援教育を含む）渡辺 和弘 

 

＜選択必修領域 ６時間＞【Ｂ講習】 主な受講対象者：幼稚園教諭・小学校教諭 

１．学校を巡る近年の状況の変化          安西 豪行 

（学習指導要領の改訂の動向等） 

２．様々な問題に対する組織的対応の必要性     海東 元治 

（学校における危機管理上の課題） 

３．学校、家庭並びに地域の連携及び協働      相澤千枝子 

 

＜選択領域 １８時間＞【Ｃ講習】 主な受講対象者：幼稚園教諭 

（１・２・３のすべてと★４・５・６から２つを選択する） 

 幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な営みである。こ

のため、教員は幼児との信頼関係を築き幼児によりよい教育活動を創造し提供する

ことが求められていることを踏まえて教育の充実に取り組む。 

 

１．敬語入門                  齊藤 光一・市川 雅美 

２．心と体の健康づくり             佐藤 廣子 

３．食を取り巻く環境を考える          加藤 和子 

４．子どもの生活と音楽表現           赤津 裕子 

５．幼稚園における遊びと教材の研究       清水 道代 

６．人間関係づくり               中村香津美 

※講師は変更になることがあります。 



９．修了認定試験 

 修了認定試験は各講座の最後の時間に講座への出席時数が５分の４以上の方に対

して、筆記試験を行います。試験の結果が一定の到達基準に達している方に、修了

認定を行い、「免許状更新講習修了証明書」を発行します。 

１０．会 場 

竹早教員保育士養成所 

  〒１１２－０００２ 東京都文京区小石川４－１－２０ 

  ＴＥＬ ０３－３８１１－７２５１ 

 

  東京メトロ 丸の内線 茗荷谷駅・後楽園駅 下車／徒歩約１４分 

        南 北 線 後楽園駅 

  都営地下鉄 三田線・大江戸線  春日駅下車／徒歩１４分 

  都バス   大塚駅南口（錦糸町・本所１丁目行） 

        池袋駅東口（文京シビックセンター行）  春日２丁目下車 直ぐ 

        御徒町駅・湯島三丁目（大塚駅行）  

１１．申し込みについて 

・インターネット等で確認する 

 本校のホームページに免許状更新講習受講案内が掲載されています。 

 （申込書がプリントアウトできます） 

（１）申込みは必ずＦＡＸでお願いします（０３－３８１１－７２５３） 

   ＊ＦＡＸ受付後、本申し込み書類発送には 2週間程度時間がかかります。 

（２）本申込みの書類が届いたら、必要書類をご返送下さい。 

   また振込先をご確認後、受講料をお振り込み下さい。 

（３）本申込み書類の到着後、辞退される場合は早急にご連絡下さい。 

      ＊キャンセル待ちをしている方がいます。 

（４）入金の確認後受講証等をお送りします。 

（５）受講料振り込み期限後に辞退される場合には、受講料の返金には応じられま 

せん。尚、受講料振り込み後、期限日までの間に辞退される場合は、受講料の 

中から手数料として 1,000円をいただき、残金は返金いたします。 

 

問い合わせは、できるだけＦＡＸでお願いいたします。 

【問い合わせ先】 

竹早教員保育士養成所 

教務部長  河野 紀之 

ＴＥＬ ０３－３８１１－７２５１ 

ＦＡＸ ０３－３８１１－７２５３ 

 



お申し込み方法 

 

インターネット等で講習案内を確認し、希望する講習を選択する。 

 

 

① 申込み  ＦＡＸ使用 （０３－３８１１－７２５３） 

    （４月１８日（月）午前６時以降 先着順の受付） 

 

 

 

② 結果の連絡（郵 送） 

受講可能な方には本申込みの書類等を送付します。 

    書類の受領をもって、申込み受付けとなります。辞退される場合に 

    は早急にご連絡ください。なお、受講不可能な方にはその旨お知らせ 

いたます。 

 

 

 

 

③ 本申込み （郵 送） 

    受講申込書(勤務先の校・園長の署名・捺印したもの)を提出してください 

    また、事前アンケートの回答も同封してください 

 

 

 

④ 受講料のお振込み（銀行振込） 

    送付された指定先に受講料を納入してください（手数料は負担下さい） 

    ※コンビニエンスストア等のＡＴＭからも送金可 

 

 

 

⑤ 受講決定（受講申込書と入金の確認後） 

 

 

 

⑥ 受講証・受講の手引きの送付（郵 送） 

    ご入金の確認後、受講票・受講の手引きをお届けします 

    受講票の到着を受講の決定といたします 



竹早教員保育士養成所 

教員免許状更新講習 申込書 

    必ず、ＦＡＸでお送りください  ０３-３８１１-７２５３ 

    受付開始は、平成２８年４月１８日（月） 午前６時です 

 

    ふりがな 

１．お 名 前 

 

２．生年月日    昭和   年   月   日 

 

３．受講希望  必修領域   □ Ａ－１  □ Ａ－２（いずれかに○を） 

        選択必修領域 □ Ｂ－１  □ Ｂ－２（いずれかに○を） 

        選択領域   □ Ｃ－１  □ Ｃ－２（いずれかに○を） 

         （※どこか１ヶ所でも申込めます） 

          ※ Ａ－１、Ａ－２、Ｃ－１は定員に達しました。 

４．ご 住 所    〒     - 

 

 

 

５．ＴＥＬ／ＦＡＸ 

 

６．Ｅメール 

 

７．日中可能な 

連絡先（携帯電話等） 

 

８．勤務先名 

（現在の勤務先）          ＴＥＬ 

 

９．お持ちの教員免許状 

授与者名（都道府県名） 免許状の種類 教科又は領域 授与年月日 

    

    

    

    

※ＦＡＸの着時刻をもって先着順とします。 

※Ａ－１、Ｂ－１は、５月２６日まで、それ以外は７月８日締め切りです。 

（途中でも定員になり次第締め切らせていただきます） 

ＦＡＸ 



　　　学校法人竹早学園

　　　竹早教員保育士養成所

　　　所　長　　齊藤　光一

　　　時　間 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00

　日　程 科　目　名 科　目　名 科　目　名 科　目　名

【Ａ－１】 6月１８日（土）

【Ａ－２】 8月2２日（月）

【Ｃ－１】 8月 ５日（金）

【Ｃ－１】 8月 ８日（月） 敬語入門Ａ①

敬語入門Ａ②

敬語入門Ｂ①

敬語入門Ａ②

敬語入門Ｂ②

【Ｃ－２】 10月２２日（土）

敬語入門Ａ②

敬語入門Ｂ①

敬語入門Ａ②

敬語入門Ｂ②

本状を教員免許状更新講習初日に持参してください。　

　　　　　　平成２８年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．

竹早教員保育士養成所　　　　教員免許状更新講習時間割

　　　　受講者氏名　　　　　　　　　　　　

上記の方を教員免許状更新講習の受講者として認定します。

幼稚園及び教員を取り巻く最新の状況の考察 子どもの発達及び生活課題　（特別支援教育を含む）

食を取り巻く環境を考える 心と体の健康づくり

【Ｂ－１】 6月2５日（土）

　　ア　　学校を巡る近年の状況の変化　（学習指導要領の改訂の動向等）

　　イ　　　様々な問題に対する組織的対応の必要性　（学校における危機管理上の課題）

　　ウ　　　学校、家庭並びに地域の連携及び協働

幼稚園及び教員を取り巻く最新の状況の考察 子どもの発達及び生活課題　（特別支援教育を含む）

【Ｂ－２】 8月2３日（火）

　　ア　　学校を巡る近年の状況の変化　（学習指導要領の改訂の動向等）

　　イ　　　様々な問題に対する組織的対応の必要性　（学校における危機管理上の課題）

　　ウ　　　学校、家庭並びに地域の連携及び協働

　　　★　　　子どもの生活と音楽表現 敬語入門Ａ①

　　　★　　　子どもの生活と音楽表現

【Ｃ－１】 8月 ９日（火） 　　　▲　　　幼稚園における遊びと教材の研究

【Ｃ－１】 8月 10日（水） 　　　●　　　人間関係づくり

※Ｃ－１・Ｃ－２の選択領域講習は、第1日目（６時間）を必修とし、第2日目から4日目の間で2日間（12時間）を選択する。合計18時間の講習となる。

平成２８年　５月１０日

　　　　　　※なお、誤りがありましたら至急ご連絡ください。
　　　〒112-0002　東京都文京区小石川4-1-20

　　　　　　ＴＥＬ　03-3811-7251　　ＦＡＸ　03-3811-7253

【Ｃ－２】 11月５日（土） 　　　▲　　　幼稚園における遊びと教材の研究

【Ｃ－２】 11月1２日（土） 　　　●　　　人間関係づくり

食を取り巻く環境を考える 心と体の健康づくり

【Ｃ－２】 10月２９日（土）

 時 間  日 程 

 時 間  日 程 

 時 間  日 程 

 時 間  日 程 




