
令和元年度 免許状更新講習申込ご案内 

       ※今年より、６月１７日は本学卒業生のみの受付となります。 

一般の方の申込みは６月１８日からとなります。 

受講者募集期間 

本学卒業生のみ受付：令和元年６月１７日（月） 

※受付時間：平日 9:00～16:00 

一般受付：令和元年６月１８日（火）～7 月１９日（金） 

※受付時間：平日 9:00～16:00  

土曜 9:00～13:00（第１，第３，第５のみ受付） 

※上記受付時間以外のお申し込みは、一切受付をいたしません。 

募集定員 
必修領域（１講座）および選択必修領域（１講座） ･･･ 各８０名 

選 択 領 域 （ ３ 講 座 ） ･･･ 各６０名 

受講申込受付 

下記内容（但し、⑤については６月１７日の本学卒業生受付時のみ）をご

記入の上メールにてお申し込みください。（先着順とし、電話および FAX で

のお申し込み受付は一切いたしませんのでご了承下さい。） 

後ほど、〔受信確認〕を返信いたしますのでご確認下さい。 

申込専用メールアドレス：kyomen2019@kurume-shinai.ac.jp 

①〒、住所  ②氏名、ふりがな  ③電話番号  ④受講希望講習名 

⑤卒業年月、旧姓（卒業時点より姓が変わっている場合） 

※受信確認にはお時間を頂く場合がございます。 

※受付完了後、郵送にて免許更新講習受講申込書類等を送付いたします。 

対象 

いずれの講習も主に、幼稚園教諭の内容です。 

新免許状所有者（平成２１年４月以降に初めて免許状を授与された者）のうち現職教諭

または就業予定の方で、有効期間の満了日の２年２ヶ月前から２ヶ月前までの方々。 

旧免許状所有者（平成２１年３月３１日迄に免許状を授与された者）のうち現職教諭又

は就業予定の方で、下表のとおり令和２年３月３１日に修了確認期限をむかえる方々。 

令和２年 3 月 31 日に    

修了確認期限をむかえる方 

 昭和 5９年 4 月 2 日 ～ 

 昭和 4９年 4 月 2 日 ～ 昭和５０年 4 月 1 日生 

 昭和 3９年 4 月 2 日 ～ 昭和４０年 4 月 1 日生 

※詳細は文部科学省 Web サイト「修了確認期限をチェック」をご覧下さい。 

講習の期間 令和元年 8月２６日（月）～8月 3０日（金） 

受講料 各講習 6,000 円 （テキスト代、保険料込み） 

講座の概要等 

別紙参照 必 修 科 目〈別紙１〉 

     選択必修科目〈別紙２〉 

     選 択 科 目〈別紙３〉 

履修認定時期 令和元年 9月１０日までに認定 

連絡先 

〒839-8508   

久留米市御井町 2278-1 

 久留米信愛短期大学 事務局  

電話：0942-43-4532   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

久留米信愛短期大学 【必修】教育の最新事情

　国の教育政策や世界の教育の動向について、『文部科学
白書』を主な資料として論じる。教員としての子ども観や教
育観について省察的に論じるとともに教育的愛情や倫理観
にも言及する。
　発達障がいの概念を整理し、診断基準や心理学的特徴、
それらに配慮した保育や教育のあり方について、実際の関
わりの例なども交えながら、具体的に概説する。また、保護
者支援や園での連携等に関しても説明する。

関　　聡
（幼児教育学科　教授）

池田　可奈子
（幼児教育学科　准教授）

福岡県
久留米市

6時間 令和元年8月26日（月） 6,000円 80人

令和元年6月17日～
令和元年7月19日
(備考　6月17日は本学
卒業生のみ先行受付、
6月18日以降は一般受
付)

相談に応じ
対応予定

＜別紙１＞

受講者募集期間
障害者の配慮
の対応状況

免許状更新講習一覧（必修領域）「全ての受講者が受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師
講習の
開催地

時間数 講習の期間 受講料
受講
人数

1 / 1 ページ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

久留米信愛短期大学
【選択必修】
学校を巡る近年の動向及び
教育要領の改訂

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

　近年の学校を巡る状況について、『文部科学白書』や新聞
記事等を資料として、教員の役割・子どもの変化・学校の使
命・家庭教育の問題・いじめ・不登校・教育の格差などを論じ
る。
　最近の子どもたちの育ちの変化や社会の変化に対応する
ための幼稚園教育の在り方、及び新しい学力観に基づく『生
きる力』の概念を共有すると共に、思考力、判断力、実践力を
身につけるための活動についての講習を行う。

関　聡
（幼児教育学科　教授）

増田　吹子
（幼児教育学科　講師）

福岡県
久留米市

6時間 令和元年8月27日（火） 6,000円 80人

令和元年6月17日～
令和元年7月19日
(備考　6月17日は本学
卒業生のみ先行受付、
6月18日以降は一般受
付)

相談に応じ
対応予定

講習の期間講習の名称 取り扱う事項 講習の概要 担当講師
講習の
開催地

時間数

＜別紙２＞

障害者の配慮
の対応状況

受講料
受講
人数

受講者募集期間

免許状更新講習一覧（選択必修領域）「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、選択して受講する領域」

開設者名

1 / 1 ページ



久留米信愛短期大学
【選択】
保育実践研究「幼児の造形表現」

１. 各々の幼児が課題に興味を持ち、取り組む意欲を引き出
す為の導入の工夫。
２. 道具をうまく使用できることが、制作の喜びにつながると
いうことを理解する。
３. 幼児自身の発想を形として表現させる為のサポート方
法。
　以上を指導者、幼児２つの立場になって、実際に作品制
作を行いながら考え、学ぶ。

内野　香
（幼児教育学科　講師）

福岡県
久留米市

6時間 令和元年8月28日（水） 6,000円 60人

令和元年6月17日～
令和元年7月19日
(備考　6月17日は本学
卒業生のみ先行受付、
6月18日以降は一般受
付)

相談に応じ
対応予定

久留米信愛短期大学
【選択】
保育実践研究「幼児の身体表現」

　子どもの身体表現の特徴を理解し、発達段階や個性に応
じた働きかけについて検討する。また、時節や流行に配慮し
たテーマの発見とその展開方法を学び、子どもの興味をひ
きつけ、表現意欲を高めるようなプレゼンテーションスキル
を養う。併せて、保育者自身の身体意識を高めるボディ・
ワーク、及びコミュニケーション・ワークを習得する。

中村　洋子
（香蘭女子短期大学　准教授）

福岡県
久留米市

6時間 令和元年8月29日（木） 6,000円 60人

令和元年6月17日～
令和元年7月19日
(備考　6月17日は本学
卒業生のみ先行受付、
6月18日以降は一般受
付)

相談に応じ
対応予定

久留米信愛短期大学
【選択】
保育実践研究「幼児の音楽表現」

　幼児の発達段階に応じた音楽表現について考察する。特
に楽器を用いた音楽表現を取り上げ、幼児の発達に合わせ
たリズム奏とそこから展開できる表現についての考察を行
い、実技演習を通して、実際の指導に必要な楽器の奏法な
どの技術、編曲法、指導法を学ぶ。

椎山　克己
（幼児教育学科　教授）

福岡県
久留米市

6時間 令和元年8月30日（金） 6,000円 60人

令和元年6月17日～
令和元年7月19日
(備考　6月17日は本学
卒業生のみ先行受付、
6月18日以降は一般受
付)

相談に応じ
対応予定

＜別紙３＞

免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」

開設者名 講習の名称 講習の概要 担当講師
講習の
開催地

時間数 講習の期間 受講料
受講
人数

受講者募集期間
障害者の配慮
の対応状況


