
【申込書類受付期間】
２０１７年６月１日（木）～２０１７年６月２３日（金）

【申込方法】

郵送による申込書類の提出

※定員になり次第、受付を締め切ります。
※申込書類はいかなる場合も返却いたしません。

2017年度保育教諭向け
幼稚園教諭免許状更新講習のご案内

一般枠用



本学で展開する保育教諭向けプログラムの１つ

特例制度に基づく幼稚園教諭免許・保育士資格取得コースに加え、
2017（H29)年度から新たに展開するプログラムです。
認定こども園法施行に基づく、2015（H27）年度から2019（H31）年度ま
で実施される経過措置期間中に、
●幼稚園教諭免許状の修了確認期限が到来する
●免許状が休眠状態になっており有効な状態にする必要がある
保育教諭向けの更新講習です。
更新に必要な5種類・30時間分の講習を開設いたします。

対象者
●幼稚園教諭免許状(１種または２種)をお持ちの方。

●幼稚園教諭免許状の修了確認期限が到来する方、あるいは免許
状が休眠状態になっており、保育教諭として働く為、経過措置期間
中に有効な状態にする必要がある方。

安心の受講システム

更新に必要な必修領域6時間・選択必修領域6時間・選択領域18時間
（6時間×3種類）の全ての講習を本学で受講できるプログラムです。

アカデミックな環境

４年制大学の環境を使い、１０年目を迎える発達教育学部児童教育
学科を中心とした講師体制で講習を実施します。

幼稚園教諭免許状更新講習の概要
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日程一覧

※5講習とも、1講習6時間単位で行います。
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講習の詳細
※定員は一般枠の定員です。講習は、推薦枠を含め、最大100名で実施します。

※時間割の詳細は4ページでご確認ください。

領域 講習の名称 開設日 時間割 会場 主な対象者

9月3日(日) (1)(2)(3)(4) 学外

9月9日(土) ① ② ③ ④ 本学

9月2日(土) ① ② ③ ④ 本学

9月10日(日) ① ② ③ ④ 本学

8月19日(土) ① ② ③ ④ 本学

8月27日(日) (1)(2)(3)(4) 学外

8月20日(日) ① ② ③ ④ 本学

8月26日(土) ① ② ③ ④ 本学

11月4日(土) ① ② ③ ④ 本学

11月12日(日) ① ② ③ ④ 本学

必修 教育のいま1 保育教諭

選択必修 幼稚園教育の課題と展望 保育教諭2

3

4

選択
幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考

保育教諭

選択 子どもの運動発達と運動遊び 保育教諭

選択 幼児の表現活動の支援 保育教諭5

領域

講習名

講師

9月3日(日) 時間割 (1)～(4) 会場 学外 定員 10名

9月9日(土) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

必修領域（６時間）

教育のいま

森本美絵教授、南　憲治教授、青木美智子准教授

開設日
(いずれかを選択)

講習内容

本講習では、教育を取り巻く諸問題について幅広く議論し考察を深めるた
めに、国内外の教育に関する動向及び子ども観について学ぶとともに、最
新の脳科学の知見を踏まえ、乳幼児期の発達の重要性や発達障害児の
支援のあり方について検討する。また、教育現場におけるカウンセリング
マインドの重要性や子どもの育つ環境への支援について学ぶ。

１



3

領域

講習名

講師

9月2日(土) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

9月10日(日) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

領域

講習名

講師

8月19日(土) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

8月27日(日) 時間割 (1)～(4) 会場 学外 定員 10名

領域

講習名

講師

8月20日(日) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

8月26日(土) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

備考

幼稚園教育の課題と展望

選択必修領域（６時間）

倉持祐二教授、森　枝美准教授

開設日
(いずれかを選択)

講習内容

教育・子育てをめぐる状況の著しい変化から、幼児教育をめぐる現状と新
たな課題を明らかにし、幼児教育をめぐる国際的動向や幼稚園教育を中
心とした近年の教育改革の動向をふまえて、幼稚園教員としていま何が求
められているのかを考えてみたい。さらに、幼稚園と小学校の連携のあり
方を考え、幼稚園教育は何をめざして取り組む必要があるのかについて
探っていきたい。

開設日
(いずれかを選択)

選択領域（６時間）

幼児期の遊びの発達的意義についての再考

長橋　聡専任講師

開設日
(いずれかを選択)

講習内容

本講習は、幼児期の遊びの発達的意義を再考するものである。幼児期の
遊びや表現活動を見る視点と、そこから見えてくる子どもの発達につい
て、発達心理学や哲学の視点から確認する。そして、幼児期にとどまらな
い、人間発達全体との関連を学び、子どもにとっても保育者にとっても充実
した保育活動を行うための一助となることを目的とする。

選択領域（６時間）

子どもの運動発達と運動遊び

口野隆史教授（8/20）、田中真紀非常勤講師（8/26）

講習内容

子どもは小学校に上がる頃には、およそ大人のする動きができるようにな
ると言われている。しかしそれは周りの大人たちが子どもたちと一緒に遊
んだり子ども同士が互いに一緒に遊ぶことによって初めて可能になる。ま
ず本講習では就学前後の子どもの運動発達について学ぶ。そして特に3
～6歳ぐらいの幼児に対し、どのような運動遊びを行えば良いのか運動遊
びの実技も行いながら考える。「幼児期運動指針」についても学ぶ。

動きやすい服装で参加ください。

２

３
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講習会場
本学：京都橘大学

〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
・京都市営地下鉄東西線椥辻駅から徒歩約15分
・ＪＲ山科駅前より臨時バス運行予定

学外：キャンパスプラザ京都
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
・JR京都駅中央口から徒歩約5分、京都中央郵便局西側

時間割
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領域

講習名

講師

11月4日(土) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

11月12日(日) 時間割 ①～④ 会場 本学 定員 10名

備考
講習中に表現活動に取り組むため、以下をご持参ください。
園でお使いの小型の打楽器(カスタネット・タンバリン等)、
色紙(24色)、八つ切り画用紙、スティックのり、ハサミ

選択領域（６時間）

幼児の表現活動の支援

大久保恭子教授、佐野仁美准教授

開設日
(いずれかを選択)

講習内容

未分化かつ総合的な幼児の表現活動を支援するには、子どもの自由な表
現に合わせて、即興的に演奏する力が求められる。本講習では音に気付
くところから始め、保育者の創造性を 高めることを目的とする。造形創作
活動の分野では、色彩に重点をおき、まずは歴史的な事例を具体的に分
析して色彩の持つ表現力 について考察する。その上で、色彩をどのように
用いて表現活動を行うか、実際に制作しながら検討することとする。

５

本学：教室には8：45から入室いただけます。

① 9：00-10：30 （90分） ② 10：45-12：15 （90分）
③ 13：00-14：30 （90分） ④ 14：45-16：15 （90分）

学外(キャンパスプラザ京都)：教室には9：00から入室いただけます。

(1) 9：20-10：50 （90分） (2) 11：00-12：30 （90分）
(3) 13：20-14：50 （90分） (4) 15：00-16：30 （90分）



申込方法
所定の書類を本学ホームページからダウンロードして必要事項を記入の上、
下記宛先まで郵送してください。
なお、封筒に「更新講習受講申込書在中」と朱書きしてください。

送付書類：Ａ：保育教諭向け教員免許状更新講習受講申込書（一般枠用）

Ｂ：証明者記入様式

Ｃ：教員免許状更新講習事前アンケート（講習ごとに記入）

返信用封筒（角形２号、住所・氏名を記入の上１２０円切手貼付）

送付先：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34

京都橘大学 学務第２課 教員免許状更新講習担当 宛

受講料および納入について
受講料： １講習６，０００円×申込講習数（最大５講習、３０，０００円）

納入期限：２０１７年７月１４日（金）

納入方法：
「受講決定通知書」を受け取り後、以下の方法にて納入してください。

①受講決定通知書送付時に同封する本学指定の振込用紙を使用する。

②インターネットバンキングや金融機関備え付けの振込用紙を使用する。

いずれの場合も、振り込み手数料は受講申込者の負担となります。
受講料の納入が納入期限までに確認できない場合、受講が認められ
ませんのでご注意ください。

振込先口座

京都銀行 山科中央支店 普通預金 NO 0761317
三井住友銀行 伏見支店 普通預金 NO 0993049
三菱東京UFJ銀行 京都支店 普通預金 NO 0200559
滋賀銀行 山科南支店 普通預金 NO 0567798

受取人

学校法人 京都橘学園 ガク）キョウトタチバナガクエン

振込依頼人

振込依頼人名の前に必ず「MK」を付けてください。
（例）MK タチバナ ハナコ
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受講キャンセルについて
申込書類提出後のキャンセルは原則不可とします。

やむを得ない事情により、受講のキャンセルを希望される場合は、下記
のお問い合わせ先へご連絡ください。

証明書の発行について

●5講習全て受講：「免許状更新講習修了証明書」を発行します（2017年12月末
までに送付予定）。

●1講習～4講習受講：講習ごとに「免許状更新講習履修証明書」を発行します
（それぞれの講習後2か月以内に送付予定）。

※講習を受講し、証明書を受け取っただけでは、免許状の更新は完了しません。
免許管理者（都道府県教育委員会）に、免許状有効期間の更新申請手続を
行ってください。

お問い合わせ先
京都橘大学 学務第２課
〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
TEL：075-574-4192
E-mail：2academic@tachibana-u.ac.jp
事務取扱時間：平日8：45～11：10／12：10～17：15
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