
【申込書類受付期間】
２０２１年６月１６日（水）～２０２１年７月２９日（木）

【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。
※ 推薦枠の方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。

2021年度教員免許状更新講習のご案内



日程一覧

1

講習の詳細

領域

講習名

主な対象者

講師

開講日 定員

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、特別なニー
ズのある子どもへの支援･指導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
て小規模･少人数教育の優位性、複式学級の指導、防災教育についても取り
上げる。

保育教諭　幼稚園教諭　小学校教諭

水山 光春 教授、藤岡　秀樹 教授(児童教育学科)、
藤村 祐子 准教授(滋賀大学)

9月20日(月) 40名

必修領域（６時間）

教育のいま

１

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

必修 教育のいま 1 9月20日(月) 40※

選択必修 初等教育の課題と展望 2 10月3日(日) 40※

3 9月19日(日) 25※

4 9月23日(木) 25※

5 10月24日(日) 25※

6 11月14日(日) 25※

7 10月31日(日) 25※

8 11月21日(日) 25※

小・中・高等学校における
生命と性の教育

9 9月19日(日) 20

健康課題をもつ子どもに対する支援 10 9月23日(木) 40

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 10月24日(日) 50

シティズンシップ教育入門 12 10月31日(日) 50

行事後に書かせる作文の指導方法
 —教室でも、保健室でも－

13 11月14日(日) 18

   　選択は最大50名で実施します。

子どもの運動発達と運動遊び

幼児期の遊びの発達的意義
についての再考

幼児の表現活動の支援

選択

領域 講習の名称 講習No 開設日 定員
主な対象者

   ※ 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薦枠を含め、必修・選択必修は最大80名、


推薦枠用コース紹介

																								土曜日コース ドヨウ ビ

				領域 リョウイキ		必修領域（６時間） ヒッシュウ リョウイキ ジカン																				領域 リョウイキ		講習の名称 コウシュウ メイショウ		開設日 カイセツビ		時間割 ジカンワリ		会場 カイジョウ		主な対象者 シュ タイショウシャ

				講習名 コウシュウ メイ		教育のいま キョウイク																		1		必修 ヒッシュウ		教育のいま		43365.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

				講師 コウシ		森本美絵教授、南　憲治教授、青木美智子准教授 キョウジュ キョウジュ ジュンキョウジュ																		2		選択必修 センタク ヒッシュウ		幼稚園教育の課題と展望		43344.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

				開講日 カイコウ ビ		43365.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ						3		選択 センタク		幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考		43351.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

						43366.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。																		4		選択 センタク		子どもの運動発達と運動遊び		43337.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								5		選択 センタク		幼児の表現活動の支援		43421.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								日曜日コース ニチヨウビ

																										領域 リョウイキ		講習の名称 コウシュウ メイショウ		開設日 カイセツビ		時間 ジカン		会場 カイジョウ		主な対象者 シュ タイショウシャ

																								1		必修 ヒッシュウ		教育のいま		43366.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								2		選択必修 センタク ヒッシュウ		幼稚園教育の課題と展望		43345.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								3		選択 センタク		幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考		43359.0		① ② ③ ④		学外 ガクガイ		保育教諭 ホイク キョウユ

				領域 リョウイキ		選択必修領域（６時間） センタク ヒッシュウ リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼稚園教育の課題と展望 ヨウチエン																		4		選択 センタク		子どもの運動発達と運動遊び		43331.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

				講師 コウシ		倉持祐二教授、森　枝美准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ																		5		選択 センタク		幼児の表現活動の支援		43422.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

				開設日 カイセツ ビ		43344.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43345.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。











				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児期の遊びの発達的意義についての再考

				講師 コウシ		長橋　聡専任講師 センニン コウシ

				開設日 カイセツ ビ		43351.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43359.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。 キョウイク











				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		子どもの運動発達と運動遊び

				講師 コウシ		口野隆史教授 キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43337.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43331.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。









				備考 ビコウ		動きやすい服装で参加ください。 ウゴ フクソウ サンカ



				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児の表現活動の支援

				講師 コウシ		大久保恭子教授、佐野仁美准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43421.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43422.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。










				備考 ビコウ		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 コウシュウチュウ ヒョウゲン カツドウ ト ク イカ ジサン ヤ ギ ガヨウシ
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一般枠用コース紹介























				領域 リョウイキ		必修領域（６時間） ヒッシュウ リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		教育のいま キョウイク

				講師 コウシ		森本美絵教授、南　憲治教授、青木美智子准教授 キョウジュ キョウジュ ジュンキョウジュ

				開講日 カイコウ ビ		ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

						ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。











				領域 リョウイキ		選択必修領域（６時間） センタク ヒッシュウ リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼稚園教育の課題と展望 ヨウチエン

				講師 コウシ		倉持祐二教授、森　枝美准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

						ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。











				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児期の遊びの発達的意義についての再考

				講師 コウシ		長橋　聡専任講師 センニン コウシ

				開設日 カイセツ ビ		ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

						ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。 キョウイク













				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		子どもの運動発達と運動遊び

				講師 コウシ		口野隆史教授 キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

						ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。









				備考 ビコウ		動きやすい服装で参加ください。 ウゴ フクソウ サンカ





				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児の表現活動の支援

				講師 コウシ		大久保恭子教授、佐野仁美准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

						ERROR:#REF!		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		20名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。










				備考 ビコウ		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 コウシュウチュウ ヒョウゲン カツドウ ト ク イカ ジサン ヤ ギ ガヨウシ
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通常講習紹介

		領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

		講習名 コウシュウ メイ		「主体的・対話的で深い学び」の育成をめざす英語指導
  ・日英の言語文化の違いから世界を考える
  ・思考力を高める英語授業
  ・深い学びを促す英語授業 シュタイテキ タイワテキ フカ マナ イクセイ エイゴ シドウ ニチエイ ゲンゴ ブンカ チガ セカイ カンガ シコウリョク タカ エイゴ ジュギョウ フカ マナ ウナガ エイゴ ジュギョウ

		主な対象者 シュ タイショウシャ		英語科教諭（中学校教諭、高等学校教諭） エイゴカ チュウガッコウ キョウユ コウトウ ガッコウ キョウユ

		講師 コウシ		中井　弘一（国際英語学科教授） コクサイ エイゴ ガッカ キョウジュ

		開設日 カイセツ ビ		43313.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		30名 メイ

		講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　グローバル化(globalization)と多極化(polarization)が進む世界の潮流の中で、異なる文化との共存や国際協力の必要性という理想の追求もさることながら、アイデアなどの知識そのものや人材をめぐる国際競争の加速化が一層激しいものになっている。その対策としての規制緩和や制度改革が進む競争社会において、自己の能力を発揮し社会に貢献するためには、事物を様々な角度から見る力、その本質を見抜く力が欠かせない。そのため、基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらを活用して課題を見出し解決する「主体的・対話的で深い学び」を促す授業が必要であると文部科学省は我が国の教育の方向を打ち出している。　
　本講習の「日英の言語文化の違いから世界を考える」では、人々の行動基盤を形成している言語文化を概観し、英語という言語文化の様々な例を通して異文化理解の視点を考える。「思考力を高める英語授業」「深い学びを促す英語授業」においては、思い込みの思考回路から脱却し、多様なものの見方や考え方を育成する指導のあり方を探る。「主体的・対話的で深い学びの育成をめざす指導」においては、実際の教材を使ってその展開例を考える。 カ タキョクカ スス セカイ チョウリュウ ナカ コト ブンカ キョウゾン コクサイ キョウリョク ヒツヨウセイ リソウ ツイキュウ チシキ ジンザイ コクサイ キョウソウ カソクカ イッソウ ハゲ タイサク キセイ カンワ セイド カイカク スス キョウソウ シャカイ ジコ ノウリョク ハッキ シャカイ コウケン ジブツ サマザマ カクド ミ チカラ ホンシツ ミヌ チカラ カ キソテキ キホンテキ チシキ ギノウ シュウトク カツヨウ カダイ ミイダ カイケツ シュタイテキ タイワテキ フカ マナ ウナガ ジュギョウ ヒツヨウ モンブ カガクショウ ワ クニ キョウイク ホウコウ ウ ダ ホン コウシュウ ニチエイ ゲンゴ ブンカ チガ セカイ カンガ ヒトビト コウドウ キバン ケイセイ ゲンゴ ブンカ ガイカン エイゴ ゲンゴ ブンカ サマザマ レイ トオ イブンカ リカイ シテン カンガ シコウリョク タカ エイゴ ジュギョウ フカ マナ ウナガ エイゴ ジュギョウ オモ コ シコウ カイロ ダッキャク タヨウ ミカタ カンガ カタ イクセイ シドウ カタ サグ シュタイテキ タイワテキ フカ マナ イクセイ シドウ ジッサイ キョウザイ ツカ テンカイ レイ カンガ















		領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

		講習名 コウシュウ メイ		健康課題をもつ子どもに対する支援

		主な対象者 シュ タイショウシャ		養護教諭

		講師 コウシ		堀　妙子（看護学科教授） ホリ タエコ カンゴ ガッカ キョウジュ

		開設日 カイセツ ビ		43314.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		40名 メイ

		講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。 イリョウテキ









		領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

		講習名 コウシュウ メイ		行事後に書かせる作文の指導方法

		主な対象者 シュ タイショウシャ		小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭

		講師 コウシ		池田　修（児童教育学科教授） イケダ オサム ジドウ キョウイク ガッカ キョウジュ

		開設日 カイセツ ビ		43315.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		40名 メイ

		講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　「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。











		領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

		講習名 コウシュウ メイ		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－

		主な対象者 シュ タイショウシャ		全教諭、養護教諭

		講師 コウシ		夏目　美樹（救急救命学科専任講師）
千田　いずみ（救急救命学科助教） ナツメ ミキ キュウキュウ キュウメイ ガッカ センニン コウシ チダ キュウキュウ キュウメイ ガッカ ジョ キョウ



		開設日 カイセツ ビ		43319.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		50名 メイ

		講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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













		備考 ビコウ		動きやすい服装で参加ください。 ウゴ フクソウ サンカ



		領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

		講習名 コウシュウ メイ		小・中・高等学校における生命と性の教育

		主な対象者 シュ タイショウシャ		全教諭、養護教諭

		講師 コウシ		三上　周治（児童教育学科教授） ミカミ シュウジ ジドウ キョウイク ガッカ キョウジュ

		開設日 カイセツ ビ		43320.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		38名 メイ

		講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。
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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

　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及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、平成29年
告示の『幼稚園教育要領』で示された「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。

選択必修領域（６時間）

初等教育の課題と展望

保育教諭　幼稚園教諭　小学校教諭

倉持 祐二 教授（児童教育学科）

10月3日(日) 40名

2

領域

講習名

主な対象者

講師

9月19日(日) ※口野教授担当予定 定員

9月23日(木) ※新野講師担当予定 定員

備考

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。

持ち物を指定する可能性があります。

口野 隆史 教授、新野 守 非常勤講師（児童教育学科）

選択領域（６時間）

子どもの運動発達と運動遊び

開設日
25名

25名

保育教諭　幼稚園教諭　

3 4


推薦枠用コース紹介

																								土曜日コース ドヨウ ビ

																										領域 リョウイキ		講習の名称 コウシュウ メイショウ		開設日 カイセツビ		時間割 ジカンワリ		会場 カイジョウ		主な対象者 シュ タイショウシャ

																								1		必修 ヒッシュウ		教育のいま		43365.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								2		選択必修 センタク ヒッシュウ		幼稚園教育の課題と展望		43344.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								3		選択 センタク		幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考		43351.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ



																								4		選択 センタク		子どもの運動発達と運動遊び		43337.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								5		選択 センタク		幼児の表現活動の支援		43421.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								日曜日コース ニチヨウビ

																										領域 リョウイキ		講習の名称 コウシュウ メイショウ		開設日 カイセツビ		時間 ジカン		会場 カイジョウ		主な対象者 シュ タイショウシャ

																								1		必修 ヒッシュウ		教育のいま		43366.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								2		選択必修 センタク ヒッシュウ		幼稚園教育の課題と展望		43345.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								3		選択 センタク		幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考		43359.0		① ② ③ ④		学外 ガクガイ		保育教諭 ホイク キョウユ



																								4		選択 センタク		子どもの運動発達と運動遊び		43331.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

																								5		選択 センタク		幼児の表現活動の支援		43422.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ



				領域 リョウイキ		必修領域（６時間） ヒッシュウ リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		教育のいま キョウイク

				講師 コウシ		森本 美絵 教授、南 憲治 教授、青木 美智子 准教授 キョウジュ キョウジュ ジュンキョウジュ

				開講日 カイコウ ビ		43365.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43366.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。













				領域 リョウイキ		選択必修領域（６時間） センタク ヒッシュウ リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼稚園教育の課題と展望 ヨウチエン

				講師 コウシ		倉持 祐二 教授、森 枝美 准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43344.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43345.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　幼児教育をめぐる国際的動向をふまえて、幼稚園教員としていま何が求められているのかを考える。その際、戦後の幼稚園教育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、今回の改定で提示された「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のあり方を考えてみたい。 ヨウジ キョウイク コクサイテキ ドウコウ ヨウチエン キョウイン ナニ モト カンガ サイ センゴ ヨウチエン キョウイク ヨウリョウ カイテイ キホン ホウシン トクチョウ カイセツ コンカイ カイテイ テイジ ヨウジキ オ ソダ スガタ ジッサイ コ スガタ ダ ア ショウガッコウ キョウイク セツゾク カタ カンガ







				備考 ビコウ		持ち物を指定する可能性があります。 モ モノ シテイ カノウセイ





				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児期の遊びの発達的意義についての再考

				講師 コウシ		長橋 聡 専任講師 センニン コウシ

				開設日 カイセツ ビ		43351.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43359.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。 キョウイク







				備考 ビコウ		持ち物を指定する可能性があります。 モ モノ シテイ カノウセイ





				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		子どもの運動発達と運動遊び

				講師 コウシ		口野 隆史 教授 キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43337.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43331.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。









				備考 ビコウ		持ち物を指定する可能性があります。 モ モノ シテイ カノウセイ





				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		幼児の表現活動の支援

				講師 コウシ		大久保 恭子 教授、佐野 仁美 准教授 キョウジュ ジュンキョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43421.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

						43422.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		80名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。










				備考 ビコウ		小型の打楽器など、持ち物を指定する可能性があります。 コガタ ダガッキ モ モノ シテイ カノウセイ
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一般枠用コース紹介

				領域 リョウイキ		講習の名称 コウシュウ メイショウ		開設日 カイセツビ		時間割 ジカンワリ		会場 カイジョウ		主な対象者 シュ タイショウシャ

		1		必修 ヒッシュウ		教育のいま		43365.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

								43366.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク

		2		選択必修 センタク ヒッシュウ		幼稚園教育の課題と展望		43344.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

								43345.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク

		3		選択 センタク		幼児期の遊びの発達的意義に
ついての再考		43351.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

								43359.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク

		4		選択 センタク		子どもの運動発達と運動遊び		43331.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

								43337.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク

		5		選択 センタク		幼児の表現活動の支援		43421.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク		保育教諭 ホイク キョウユ

								43422.0		① ② ③ ④		本学 ホンガク





































通常講習紹介



				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		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－

				主な対象者 シュ タイショウシャ		全教諭、養護教諭

				講師 コウシ		夏目　美樹（救急救命学科専任講師）
千田　いずみ（救急救命学科助教） ナツメ ミキ キュウキュウ キュウメイ ガッカ センニン コウシ チダ キュウキュウ キュウメイ ガッカ ジョ キョウ



				開設日 カイセツ ビ		43312.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		50名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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













				備考 ビコウ		動きやすい服装で参加ください。 ウゴ フクソウ サンカ







				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		「主体的・対話的で深い学び」の育成をめざす英語指導
  ・日英の言語文化の違いから世界を考える
  ・思考力を高める英語授業
  ・深い学びを促す英語授業 シュタイテキ タイワテキ フカ マナ イクセイ エイゴ シドウ ニチエイ ゲンゴ ブンカ チガ セカイ カンガ シコウリョク タカ エイゴ ジュギョウ フカ マナ ウナガ エイゴ ジュギョウ

				主な対象者 シュ タイショウシャ		英語科教諭（中学校教諭、高等学校教諭） エイゴカ チュウガッコウ キョウユ コウトウ ガッコウ キョウユ

				講師 コウシ		中井　弘一（国際英語学科教授） コクサイ エイゴ ガッカ キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43313.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		30名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　グローバル化(globalization)と多極化(polarization)が進む世界の潮流の中で、異なる文化との共存や国際協力の必要性という理想の追求もさることながら、アイデアなどの知識そのものや人材をめぐる国際競争の加速化が一層激しいものになっている。その対策としての規制緩和や制度改革が進む競争社会において、自己の能力を発揮し社会に貢献するためには、事物を様々な角度から見る力、その本質を見抜く力が欠かせない。そのため、基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらを活用して課題を見出し解決する「主体的・対話的で深い学び」を促す授業が必要であると文部科学省は我が国の教育の方向を打ち出している。　
　本講習の「日英の言語文化の違いから世界を考える」では、人々の行動基盤を形成している言語文化を概観し、英語という言語文化の様々な例を通して異文化理解の視点を考える。「思考力を高める英語授業」「深い学びを促す英語授業」においては、思い込みの思考回路から脱却し、多様なものの見方や考え方を育成する指導のあり方を探る。「主体的・対話的で深い学びの育成をめざす指導」においては、実際の教材を使ってその展開例を考える。 カ タキョクカ スス セカイ チョウリュウ ナカ コト ブンカ キョウゾン コクサイ キョウリョク ヒツヨウセイ リソウ ツイキュウ チシキ ジンザイ コクサイ キョウソウ カソクカ イッソウ ハゲ タイサク キセイ カンワ セイド カイカク スス キョウソウ シャカイ ジコ ノウリョク ハッキ シャカイ コウケン ジブツ サマザマ カクド ミ チカラ ホンシツ ミヌ チカラ カ キソテキ キホンテキ チシキ ギノウ シュウトク カツヨウ カダイ ミイダ カイケツ シュタイテキ タイワテキ フカ マナ ウナガ ジュギョウ ヒツヨウ モンブ カガクショウ ワ クニ キョウイク ホウコウ ウ ダ ホン コウシュウ ニチエイ ゲンゴ ブンカ チガ セカイ カンガ ヒトビト コウドウ キバン ケイセイ ゲンゴ ブンカ ガイカン エイゴ ゲンゴ ブンカ サマザマ レイ トオ イブンカ リカイ シテン カンガ シコウリョク タカ エイゴ ジュギョウ フカ マナ ウナガ エイゴ ジュギョウ オモ コ シコウ カイロ ダッキャク タヨウ ミカタ カンガ カタ イクセイ シドウ カタ サグ シュタイテキ タイワテキ フカ マナ イクセイ シドウ ジッサイ キョウザイ ツカ テンカイ レイ カンガ



















				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		健康課題をもつ子どもに対する支援

				主な対象者 シュ タイショウシャ		養護教諭

				講師 コウシ		堀　妙子（看護学科教授） ホリ タエコ カンゴ ガッカ キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43314.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		40名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。 イリョウテキ













				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		行事後に書かせる作文の指導方法

				主な対象者 シュ タイショウシャ		小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭

				講師 コウシ		池田　修（児童教育学科教授） イケダ オサム ジドウ キョウイク ガッカ キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43315.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		40名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　「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。















				領域 リョウイキ		選択領域（６時間） センタク リョウイキ ジカン

				講習名 コウシュウ メイ		小・中・高等学校における生命と性の教育

				主な対象者 シュ タイショウシャ		全教諭、養護教諭

				講師 コウシ		三上　周治（児童教育学科教授） ミカミ シュウジ ジドウ キョウイク ガッカ キョウジュ

				開設日 カイセツ ビ		43320.0		時間割 ジカンワリ		①～④		会場 カイジョウ		本学 ホンガク		定員 テイイン		38名 メイ

				講習内容 コウシュウ ナイヨウ		　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。













3

領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考 持ち物を指定する可能性があります。

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。

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

保育教諭　幼稚園教諭　

長橋 聡 専任講師（児童教育学科）

開設日
10月24日(日) 25名

11月14日(日) 25名
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領域

講習名

主な対象者

講師

定員

定員

備考

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、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、色紙を用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。

大久保 恭子 教授、佐野 仁美 教授（児童教育学科）

開設日
10月31日(日) 25名

11月21日(日) 25名

選択領域（６時間）

幼児の表現活動の支援

保育教諭　幼稚園教諭　

7 8
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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

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭　養護教諭

三上　周治 教授（児童教育学科）

9月19日(日) 20名

9

領域

講習名

主な対象者 養護教諭

講師

開設日 定員

講習内容

　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。

選択領域（６時間）

健康課題をもつ子どもに対する支援

堀　妙子 教授（看護学科）

9月23日(木) 40名

10
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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－

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭　養護教諭

福岡　範恭 専任講師、黒﨑　久訓 助教（救急救命学科）

10月24日(日) 50名

講習内容

　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。
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領域

講習名

主な対象者

講師

開設日 定員

選択領域（６時間）

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭

水山 光春 教授（児童教育学科）

10月31日(日) 50名

講習内容

　18歳選挙権の導入や民法の成年年齢の引き下げにともなって、最近よく耳
にするようになったシティズンシップ（市民性）教育について、それが青壮年の
みでなく、小中高大をまたぐ幅広い教育課題であることを、スライドによる解
説、国内外の小中高校における実践事例の紹介、受講者によるワークショッ
プ等を交えながらわかりやすく解説するとともに、今後、我が国の学校にどの
ように導入すればよいかを検討する。

シティズンシップ教育入門

12



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 行事後に書かせる作文の指導方法 　—教室でも、保健室でも－　

主な対象者

講師

開設日 定員

小学校教諭　中学校教諭  高等学校教諭　養護教諭

池田　修 教授（児童教育学科）

11月14日(日) 18名

講習内容

　「では、先日の運動会のことを作文に書いてください」。行事の後に作文を書
かせる機会は多くあります。しかし「書きなさい」というだけでどのように書か
せるかという指導方法はあまり理解されていません。書けない子供に「どうし
て書けないの？」と訊くと「何を書いたらいいのかわからない」という驚きの言
葉。「好きなように書いて」とだけでは、子供達はそこから先に進めません。実
は上記の指導では全く書けないのです。では、どのように指導したらいいのか
を具体的に考えてみます。子供達への作文の指導がしたくなることを目指しま
す。保健室登校でやってくる児童･生徒への指導をする養護教諭の先生も受
けていただければと思います。

選択領域（６時間）
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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 教学事務部 人文系事務課 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： ２０２１年９月１日（水）

納入方法： 「受講決定通知書」とともに「受講料の納入について」の案内
を送付します。

受講者本人が、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。

※ 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。
※ 納入後の返金には一切応じられません。ご了承ください。
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８月中旬に受講決定通知書、振込用紙等を送付します。

なお、定員到達につき受講いただけない講習がある場合には、書類

到着後１週間以内に郵送にてお知らせいたします。

受講の決定について



受講キャンセル、日程変更・中止等について

申込書類提出後のキャンセル、別日程への変更はできません。
やむを得ない事情により受講をキャンセルされる場合には、下記問合せ

先へご連絡ください。
災害等、やむを得ない事情で開講できなくなる可能性がございます。予

めご了承ください。

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。

（2021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 教学事務部 人文系事務課
〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34
TEL：075-574-4192
E-mail：aca-hu@tachibana-u.ac.jp
事務取扱時間：平日8：45～11：10／12：10～17：15
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