
【申込書類受付期間】
２０１９年５月１６日（木）～２０１９年６月２８日（金）

【申込方法】

郵送による申込書類の提出（必着）

※受付期間前の到着分は、無効となります。
「配達日指定」等を利用の上、受付開始日以降に到着するようにしてください。
※申込書類に記載もれ等不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
※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。

2019年度教員免許状更新講習のご案内



日程一覧
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講習の詳細

領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

必修領域（６時間）

教育のいま

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およ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。

11月16日(土)

11月17日(日)

20名

20名
開講日

保育教諭　幼稚園教諭　小学校教諭

森本 美絵 教授、南　憲治 教授、青木 美智子 准教授（児童教育学科）
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保育教諭

幼稚園教諭
小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭 養護教諭

1 11月16日(土) 20※

2 11月17日(日) 20※

3 8月31日(土) 20※

4 9月1日(日) 20※

5 8月24日(土) 20※

6 9月16日(月) 20※

7 9月14日(土) 20※

8 9月22日(日) 20※

9 11月9日(土) 20※

10 11月10日(日) 20※

学校現場における救急処置
 －心肺蘇生法とファーストエイド－

11 8月2日(金) 50

行事後に書かせる作文の指導方法 12 8月5日(月) 40

小・中・高等学校における
生命と性の教育

13 8月7日(水) 36

健康課題をもつ子どもに対する支援 14 8月6日(火) 40

選択必修 初等教育の課題と展望

幼児期の遊びの発達的意義
についての再考

子どもの運動発達と運動遊び

幼児の表現活動の支援

選択

※定員は一般枠の定員です。講習は、認定こども園協会京都府支部および京都市推進枠を含め、最大100名で実施します。

主な対象者
領域 講習の名称 講習No 開設日 定員

必修 教育のいま
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領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考

初等教育の課題と展望

　初等教育をめぐる国際的動向をふまえて、教員としていま何が求められ
ているのかを考える。その際、戦後の幼稚園教育要領および小学校学習
指導要領の改訂の基本方針をたどりながら、その特徴を解説する。さら
に、今回の改訂で提示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をも
とに、実際の子どもの姿を出し合いながら小学校教育との接続や小学校
低学年期の教育のあり方を考えてみたい。

8月31日(土)

9月1日(日)

20名

20名

選択必修領域（６時間）

倉持 祐二 教授、森 枝美 准教授（児童教育学科）

開設日

講習内容

持ち物を指定する可能性があります。

保育教諭　幼稚園教諭　小学校教諭
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領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考

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（児童教育学科）

開設日

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、発達教育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。

持ち物を指定する可能性があります。

8月24日(土) 20名

9月16日(月)

保育教諭　幼稚園教諭　

20名

5 6
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領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考

子どもの運動発達と運動遊び

口野 隆史 教授、新野 守 非常勤講師（児童教育学科）

開設日

講習内容

 子どもは小学校に上がる頃には、大人のする動作がおよそできるように
なると言われています。しかしそれは周りの大人が子どもと一緒に遊んだ
り、子ども同士が一緒に遊ぶことによって初めて可能になります。本講習
では、まず就学前後の子どもの運動発達について学びます。そして3～6歳
ぐらいの幼児が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
行いながら考えます。文部科学省が示す「幼児期運動指針」についても学
びます。

9月14日(土) 20名

9月22日(日) 20名

選択領域（６時間）

持ち物を指定する可能性があります。

保育教諭　幼稚園教諭　
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領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考

20名

11月10日(日) 20名

　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、保育
者の創造性を高めることを目的とし、保育実践例を提示した上で、イメージ
に従って声や楽器および身体をもちいた表現を行う。造形表現活動の分
野では、幼児の発達を念頭に、幼児の作品と芸術家たちの芸術作品とを
比較検討し、幼児の造形表現の意味を探る。その上で、色紙をもちいて実
際に制作しながら幼児の制作活動を追体験することとする。

小型の打楽器など、持ち物を指定する可能性があります。

幼児の表現活動の支援

大久保 恭子 教授、佐野 仁美 准教授（児童教育学科）

開設日

講習内容

11月9日(土)

保育教諭　幼稚園教諭　

選択領域（６時間）

9 10



5

領域

講習名

主な対象者

講師

開設日 定員

備考

選択領域（６時間）

学校現場における救急処置 －心肺蘇生法とファーストエイド－

8月2日(金) 50名

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭　養護教諭

西本　泰久 教授、福岡　範恭 助教（救急救命学科）

　学校は、児童・生徒たちが学習活動を行うところであり、その基盤として
安全で安心な環境が確保されていることが必要である。学校における事
故の発生を未然に防ぐとともに、学校の管理下で発生した事故に対し、適
切な対応を図ることを目的に、全教員を対象に心肺蘇生法や応急処置の
知識・技術の修得を行う。
○成人・小児の心肺蘇生法（AEDの使用法含む）
○けがの手当て（止血や骨折の固定など）
○アナフィラキシーや熱中症の対応
○搬送法

動きやすい服装で参加ください。

講習内容

11

領域

講習名 行事後に書かせる作文の指導方法

主な対象者

講師

開設日 定員

池田　修 教授（児童教育学科）

　「はい、では先日の運動会のことを作文に書いてください」。行事後に作
文を書かせる機会は多いですが、この指導方法はあまり理解されていま
せん。書けない子どもに「どうしたの？」と聞くと「何を書いたらいいのか分
からない」と驚きの言葉。一ヶ月も前から練習をしているのに書けないと言
います。「好きなように書いて」と言っても子どもはますます書けません。そ
んな子どもたちを指導する先生向けの講座です。

8月5日(月) 40名

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭

選択領域（６時間）

講習内容
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講習会場
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山科駅前よりバスを運行予定

時間割

6

講習は、1講習につき1講時～4講時までです。

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

領域

講習名

主な対象者 養護教諭

講師

開設日 定員

選択領域（６時間）

健康課題をもつ子どもに対する支援

講習内容

堀　妙子 教授（看護学科）

　近年複雑な健康課題をもつ子どもが、医療的なケアをしながら学校生活
を過ごすことが多くなりました。このような子どもたちの健康課題や必要と
する医療的ケアの特徴、そして、そのような子どもに対する援助方法、また
近年増加傾向にある発達障害の子どもの特徴や、そのような子どもへの
支援に関する講義を行います。

8月6日(火) 40名
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領域

講習名

主な対象者

講師

開設日 定員

講習内容

　生命と性についての授業プランを提案する。内容的には、ほ乳類比較生
殖学を基にヒトの性の特性を明らかにする。特に、ヒトの性の本質が子育
てにあることを重視したプランを示す。また、性同一性障害を含め、性の決
定が４つの段階で成り立っていることを示す。

選択領域（６時間）

小・中・高等学校における生命と性の教育

三上　周治 教授（児童教育学科）

8月7日(水) 36名

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭　養護教諭
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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：教員免許状更新講習受講申込書

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

（１講習につき１枚、申込講習数分ご記入ください）

Ｄ：返信用封筒（角形２号、住所・氏名※を記入の上１２０円切手貼付）

※氏名には「様」をご記入ください。

送 付 先 ：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34

京都橘大学 教務部 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： ２０１９年７月１９日（金）

納入方法： 「受講決定通知書」を受取後、下記いずれかの方法にて納入
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

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

※ 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。

※ 受講料の納入前に受講をとりやめられる場合には、必ずお知らせください。

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

の問合せ先へご相談ください。

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。

（2019年12月末までに送付予定）
※ 必修領域1講習、選択必修領域1講習、選択領域3講習を受講されたケー

スが該当します。（保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭の対象者が該当します）

● 1～4講習受講： 「免許状更新講習履修証明書」を発行します。
（講習後2か月以内に送付予定）
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更新申請手続について

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が
必要です。

詳細については、申請日時点の勤務地または住所地の都道府県教育委員
会のHPを確認後、各教育委員会にお問合せください。

＜問合せ先＞
京都橘大学 教務部 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


