平成２７年３月１０日
設置者・園長 様
公益社団法人愛知県私立幼稚園連盟
会長
伊藤 園子

平成 27 年度 免許状更新講習実施のご案内
謹啓 早春の候、先生にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。
さて、教育職員免許法施行規則の改正等により、平成 21 年４月から教員免許更新制が実施されておりま
す。公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構は、今年度も文部科学大臣に「平成 27 年度免許状更新
講習」の認定を受けるべく、現在作業をすすめております。
つきましては、本愛知県において下記のとおり「公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構／平成
27 年度・免許状更新講習」を開催させて頂く予定です。各幼稚園の理事長・園長先生方におかれましては、
受講対象となる教諭の方々にお伝え頂きますとともに、受講希望者につきましては、別紙「免許更新講習事
前申込書」をそれぞれの講習の申込み期限日までに愛知県私立幼稚園連盟事務局にご提出頂きますようお願
いいたします。
なお、特に、以下の対象者は平成２７
なお、特に、以下の対象者は平成２７年度での免許状更新が最終となりますので、ご注意下さい。
昭和３５年
昭和３５年４月２日～昭和３６
４月２日～昭和３６年４月１日生まれの者
昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日生まれの者
昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日生まれの者
昭和５５年４月２日～昭和５６
昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれの者
５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれの者
記
１．講習番号・講習名・時間数・日時・受講定員等
（必修領域）「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の内外における
連携協力についての理解に関する事項」に関する講習
連携協力についての理解に関する事項」に関する講習
講習番号
講習１

日

時

会 場

担当講師

講

習

名

時間数
12時間

幼稚園と子どもをめぐる教育の最新事情

平成２７年

７月２７日(月) 9:30 ～ 16:30
８月１０日(月) 9:30 ～ 16:30

(愛知県) 名古屋ガーデンパレス

(12単位)

200人

２日間でワンセットです
（試験時間を含む）

名古屋市中区錦3丁目11番13号
地下鉄東山線「栄」駅下車、①出口より徒歩５分

７月２７日

８月１０日

椙山女学園大学人間関係学部教授

名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授

山口雅史

講習内容

受講定員

愛着と安全基地を見直そう

上田敏丈

現在の幼児教育の動向と課題

（選択領域）「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する講習
（選択領域）「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する講習
講習番号
講習２
日

時

会 場

担当講師

講

習

名

幼児期の特性と幼稚園教育の役割

時間数
６時間
(6単位)

平成２７年 ７月２９日(水)

9:30 ～ 16:30（試験時間を含む）

(愛知県) 名古屋ガーデンパレス

名古屋市中区錦3丁目11番13号

受講定員
200人

地下鉄東山線「栄」駅下車、①出口より徒歩５分
豊橋創造大学非常勤講師
林丘幼稚園理事長

齋藤善郎

①幼稚園教育要領に示されている五領域の意味を考える。
講習内容 ②幼児の主体的な活動と環境の構成について考える。
③教師の役割について考える。

講習番号
講習３
日

時

会 場
担当講師

講

習

名

保護者の理解とその対応
平成２７年 ８月 ３日(月)
(愛知県) 名古屋ガーデンパレス

時間数
６時間
(6単位)

受講定員
200人

9:30 ～ 16:30（試験時間を含む）
名古屋市中区錦3丁目11番13号

地下鉄東山線「栄」駅下車、①出口より徒歩５分
金城学院大学人間科学部教授

川瀬正裕

「保護者の理解とその対応」
・さまざまな保護者の概観
講習内容 ・保護者の性格の背景の理解
・対応の方法と留意点
・事例を通した理解

講習番号
講習４
日

時

会 場
担当講師

講

習

名

幼児の生活習慣と幼児体育
平成２７年 ８月１１日(火)
（愛知県)名古屋国際会議場

時間数
６時間
(6単位)

受講定員
200人

9:30 ～ 16:30（試験時間を含む）
名古屋市熱田区熱田西町1番1号

地下鉄名城線「西高蔵」駅・地下鉄名港線「日比野」駅下車、徒歩５分
中部大学現代教育学部教授

花井忠征

近年、幼児の不規則な生活習慣が心身の発育・発達に影響を与えることが懸念され、子どもの体力・
運動能力の低下の問題は、幼児期からの取り組みが重要であると着目されてきている。本講習では、
講習内容

幼児の生活習慣、体力・運動能力に関わる現状と課題について理論的にアプローチしていく。また、
豊かな体力・運動能力を育ませるための運動遊びを実技実習を通して探究していく。

２．受講対象教諭 ※次の要件をすべて満たす者
○平成 27 年３月 31 日までに授与された教諭の普通免許状、教諭の特別免許状のいずれかの免許状を
持っている者
○国公私立の幼稚園に勤務する園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師
（臨時講師、非常勤講師を含む）
○昭和３
昭和３５
昭和３５年４月２日～昭和３６
年４月２日～昭和３６年４月１日生まれの者
昭和４５
昭和４５年４月２日～昭和４６
年４月２日～昭和４６年４月１日生まれの者
昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれの者
平成２６年度内に実施された更新講習の
昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれの者
一部または、すべてが未受講の者
昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日生まれの者
昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日生まれの者
昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれの者
３．受講料
講習１(12 時間)
１２,０００円
講習２(６時間)
６,０００円
※講習２・３・４を一緒に申込みをされる場合は合計金額を
講習３(６時間)
６,０００円
お振込ください。
講習４(６時間)
６,０００円
①事前申込書が届き次第、愛知県私立幼稚園連盟より申込書に記載されている連絡先に、受理の可否を
はがきにて、お知らせします。受講希望者は、受理の通知後、受講費用を必ず
必ず１週間以
必ず１週間以内に
１週間以内に下記口座に
内に
お振込下さい。
振込先口座・・・名古屋銀行 本店 普通預金 NO．３８２４４１３
NO．３８２４４１３
公益社団法人
公益社団法人 愛知県私立幼稚園連盟 会長 伊藤園子
②お振込の名義は園名等ではなく、必ず受講者本人の氏名
受講者本人の氏名でお願いします。
受講者本人の氏名
③納入頂いた受講料は返還しませんので、あらかじめご了承下さい。
４．申込方法
平成 27 年 4 月 20 日（月）午前９時から事前申込を開始します。別紙様式の「免許更新講習事前申込書
免許更新講習事前申込書」
免許更新講習事前申込書
にてＦＡＸ（052-957-1382）でお申込下さい。
申込期間は平成
平成 27 年 4 月 20 日（月）午前９時から平成 27 年 5 月 8 日（金
日（金）午後５時までですが、先着
）午後５時まで
順で定員になり次第、申込を終了します。なお本事前申込書受理後、本連盟より受理の可否をお知らせし
ます。受理の通知後、お振込が確認された方には、後日あらためて正式な受講申込書が『公益財団法人全
日本私立幼稚園幼児教育研究機構』から簡易書留で郵送されます。
※本講習で得た個人情報は、教員免許状更新講習実施のために使用し、他の目的での利用または
第三者へ提供することはありません。
５．定員 ２００名
６．その他注意事項
事前申込書送付後のキャンセルにつきましては、講習開催の運営上、必ずご連絡下さいますようお願い
します。
７．事前申込のお問い合わせ先
(公社)愛知県私立幼稚園連盟事務局
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 11-13 名古屋ガーデンパレス４階
TEL：052-957-1393 FAX：052-957-1382
E －mail：info@aichishiyo.or.jp

公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からのお知らせ
公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からのお知らせ
１．正式な受講申込書の郵送
事前申込者には、受講費用のお振込が確認され次第、本財団から正式に受講の可否をお知らせする文書を
通知させて頂きます。その際、受講者には、①講習受講申請書②受講票③事前アンケート④文部科学省受講
事前資料を郵送します。本申し込みは、①講習受講申請書②受講票③事前アンケートに必要事項をご記入の
上、財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構あて（〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館
別館４階）に「更新講習受講申請書在中」と朱書して郵送して下さい。
２．履修認定等
各講習の履修認定は試験により行い、認定された受講者には、「履修証明書」を発行させて頂きます。
３．正式な受講申請書及び講習内容等のお問い合わせ先
公益財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館４階
TEL：03-3237-1957（申し込み専用回線） FAX：03-3263-7038
Ｅ－ｍａｉｌ：info@youchien-kikou.com

