
令和３年度 富山国際大学 子ども育成学部 
 

 

 

 

 

〈必 修 領 域〉   「教育の最新事情」 

〈選択必修領域〉  「教育の現代的な課題」 

 

       〇 講座のねらい・内容    

      幼稚園教諭等を主な対象として、子どもや学校を取り巻く環境の変化や近年の法 

      令及び学習指導要領等の動向を見据えながら、教育・保育をめぐる今日的課題に 

ついて、次の事項にわたって講習します。 

 

国の教育政策や世界の教育の動向  

 〈必 修 領 域〉    教員としての子ども、教育観等についての省察  

                   子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見 

             子どもの生活の変化をふまえた課題  

〈選択必修領域〉   学校をめぐる近年の状況の変化 

                        学校における危機管理上の課題  

  

 

              令和３年 ８月１８日（水） 午前９時 ～ 午後５時２０分 

                     ８月１９日（木） 午前９時 ～ 午後５時２０分 

 

         富山国際大学 呉羽キャンパス 

子ども育成棟 Ｅ館 701-702 

                      〒930-0196 富山県富山市願海寺水口４４４ 

但し、新型コロナウイルスの感染状況によっては、遠隔授業による実施、あるいは講習会を 

中止する場合もありますのでご了承ください。 

また、８月４日（水）以降に、新型コロナウイルスに感染した場合や、濃厚接触者となりＰＣＲ 

検査で陰性と判断された日から１４日間が経過していない方は、講習会に参加できません。 

 

         合計５０名 （但し、募集要件に合致する方） 

                 募集（予約申込）期間 令和３年７月５日（月）～７月９日（金） 定員になり次第締め切り。 

 
  富山国際大学 呉羽キャンパス 

       

教員免許状更新講習会 実施要項 

日 時 

定 員 

場 所 

定 員 



令和３年度 富山国際大学 「教員免許状更新講習」 

実 施 要 項 

  講習の内容 

【講習Ａ（必修領域）】    教職についての省察並びに教育の最新事情に関する事項（６時間） 

【講習Ｂ（選択必修領域）】 教育の現代的な課題に関する事項（６時間） 
    〈主な受講対象者は、幼稚園教諭とします〉 

                    

  募集人員・募集要件 

【講習Ａ・Ｂ】  合計５０名 但し、下記の１．～４．の要件を全て満たす方に限ります。 

１．必修、選択必修併せて２日間のＡ・Ｂ全講習を受講する方。（領域を分けての受講はできません。） 

2．PC等で本学とのメールを確実に送受信でき、申込書類・受講票・振込用紙等の書類も印刷できる方。 

3．新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、富山県内に住民票を有し県内に在住されている方。 

4．万が一遠隔授業に変更となった場合でも、通信環境やカメラ付きＰＣの準備が既に整っている方。 

 

  講習の日程・概要 

 ●日 程   令和３年８月１８日（水）  午前９時 ～ 午後５時２０分 

                 ８月１９日（木）  午前９時 ～ 午後５時２０分 

※両日とも、事務連絡等のため、終了時間が多少延びる場合があります。 

 ●概 要   
 事    項 講習題目 講師名 

 

 

 

8
月

18

日 

講習Ａ ＜必修領域＞  ６時間 

国の教育政策や世界の教育の動向 
国の教育政策 

世界の教育の動向 
彼谷  環  (教 授) 

教員としての子ども観、教育観等についての省察 
子ども観、教育・保育観の省察 
―法制度と社会の要請― 

大藪 敏宏   （教 授) 

子どもの発達に関する脳科学、心理学等における

最新の知見 

(特別支援教育に関するものを含む。) 

子どもの発達に関する脳科学、心理

学等の最新知見 (子どもの貧困問題

を含む) 

特別支援教育に関する新たな課題

（ＬＤ，ＡＤＨＤ等） 

 

村上  満  (教 授) 

子どもの生活の変化を踏まえた課題 
生活習慣の変化をふまえた生徒指導 

カウンセリングマインドの必要性 
大平 泰子  (准教授) 

 

 

8
月

19

日 

講習Ｂ ＜選択必修領域＞ ６時間 

学校をめぐる近年の状況の変化Ⅰ 

地域の国際化と多文化共生教育の必

要性 
福島 美枝子 (教 授) 

幼稚園教育要領（平成29年告示）に

ついて ｢子ども･子育て新支援制度｣

の実施の現状と課題 

竹田 好美  (講 師) 

学校をめぐる近年の状況の変化Ⅱ 
保護者･地域社会との連携のあり方 

日常的コミュニケーションの重要性 
本江 理子  (准教授) 

学校における危機管理上の課題 
学校・園内外の安全確保 

情報セキュリティなど近年の課題 
松山 友之  (教  授) 

  ※ 両日とも６時間の講習終了後に、認定試験（筆記）及びアンケート調査を実施します。 



  受講料 

 ２日間１２,０００円【講習Ａ（必修）・講習Ｂ（選択必修）セット】（振込手数料は受講者負担） 
（＊指定テキストは、受付完了後に別途お知らせします。予め自費での購入となります。講習会初日に会場前でも販売します。） 

 

 ※８月４日（水）以降、新型コロナウイルスに感染し、自宅待機等の指示を受けた場合や、濃厚接触者となりＰＣＲ検査で陰性

と判断された日から１４日間が経過していない方は、講習会には参加できませんのでご了承ください。（この場合の受講料

はご返金いたします） 

 

  受講対象者  ※受講対象か否かの確認について、本学では照会・回答いたしませんのでご注意ください。 

受講対象者 ： 普通免許状または特別免許状を持ち、以下の①～⑫のいずれかに該当する方。 
① 現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く） 

② 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

③ 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 

④ ③に準ずる者として免許管理者が定める者 

⑤ 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員 

⑥ 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者 

⑦ 教員採用内定者 

⑧ 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者 

⑨ 過去に教員として勤務した経験のある者 

⑩ 認定こども園で勤務する保育士 

⑪ 認可保育所で勤務する保育士 

⑫ 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士 

 

本講習は、幼稚園教諭免許状を持つ幼稚園教諭、保育教諭、保育士等を主な受講者として開設しています。 

 

〇新免許状所持者 （平成２１年４月１日以降初めて授与された免許状 （１０年の有効期限が付されている）） 

所持している免許状に記載されている有効期間満了日を確認し，免許状更新講習受講期間（有効期間満了日の２年２ヶ月

前から２ヶ月前までの２年間）に，講習を履修してください。 

なお，有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は，その最も遅く満了するものが，自動的に全ての免許状の

有効期間となります。  

〇旧免許状所持者  

各自の修了確認期限を確認し，免許状更新講習受講期間（修了確認期限の２年２ヶ月前から２ヶ月前までの２年間）に，

講習を履修してください。 
 

  ※ 個別事例に対応した修了確認期限及び免許状更新講習受講期間については、文部科学省のホームページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm）をご覧下さい。 

 

 更新講習修了確認を受けずに既に修了確認期限を経過した方も、受講対象者にあたる場合、免許状更新講習を受講し、免許管理者

による確認を受けることができます。 

 

旧免許状所持者（平成21年3月31日以前に授与された教諭免許状を持つ方） 

受講対象者の生年月日 
修了確認期

限 

免許状更新講習受講

期間 
受講対象者の生年月日 修了確認期限 

免許状更新講習受講

及び申請期間 

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日 
令和４年 

3月31日 

令和2年2月1日～ 

令和4年1月31日 

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日 
令和5年 

3月31日 

令和3年2月1日～ 

令和5年1月31日 
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日 昭和42年4月2日～昭和43年4月1日 

昭和51年4月2日～昭和52年4月1日 昭和52年4月2日～昭和53年4月1日 

 

修了期限が「令和4年（2022年）3月31日又は令和5年（2023年）3月31日である栄養教諭免許状所持者 

修了確認期限が下記である栄養教諭免許

状所持者 
修了確認期限 

免許状更新講習受講

及び申請期間 

修了確認期限が下記である栄養教諭免許

状所持者 
修了確認期限 

免許状更新講習受講

及び申請期間 

「令和4年（2022）年3月31日」 
令和4年 

3月31日 

令和2年2月1～ 

令和4年1月31日 
「令和5年（2023）年3月31日」 

令和5年 

3月31日 

令和3年2月1日～ 

令和5年1月31日 



  申込方法等  ご用意いただくもの・・・・写真２枚 （縦４センチ × 横３センチ  カラー・モノクロ不問）  

申込手順 

（１）①本学ホームページの「令和３年度教員免許状更新講習会」の「受講予約フォーム」をクリックし、本学との

メール送受信が常時可能な個人用メールアドレス（施設や学校の共有アドレスは不可）を正確に入力して、 

「次へ」に進んでください。なお、予約者数が定員に達した場合、予約フォームから先には進めなくなり、 

申し込みはできませんので、ご了承ください。 

②「必要事項入力フォーム」が表示されたら、下記の各項目を、正確に入力してください。 

   なお、自宅住所欄は要件に記載のとおり「富山県」に設定されています。他県の住所は入力できません。 

【入力項目】氏名、ふりがな、生年月日、自宅郵便番号、自宅住所、電話番号、勤務先名、勤務先の郵便  

番号、勤務先住所、現職名、修了確認期限（または有効期間の満了の日）、所持する教員免許の種類 

③入力内容を確認して、間違いがなければ「送信」ボタンを押してください。 

          送信ボタンを押した時点で、本要項に記載のある内容に承諾いただいたものと見なします。 

           （一度送信ボタンを押すと、入力訂正はできません。また入力画面にも戻りませんので、控えが必要な場合は、  

画面印刷等で印刷してください。誤入力があった場合は、下記メールアドレス宛てにご連絡ください。） 

        なお、予約者数が定員に達した場合は、送信ボタンが押せなくなり、申し込みができなくなります。 

      ④送信が問題なければ、予約完了メールが通知されます。これで予約入力は完了です。 

    【受講予約フォーム入力可能期間】 

       令和３年７月５日（月） ～ ７月９日（金） （但し、定員になり次第、自動的にフォーム入力はできなくなります） 
    

（２）予約入力期間終了後、1週間程度で予約時に登録いただいたメールアドレスに、「受講の可・否」について、 

メール送信にて通知いたします。 
   ● 受講「可」の場合 → （３）以降の申込み手続きを行ってください。 

● 受講「否」の場合 → 今年度は受講いただけません。 

注：締切後、7日間以上経過しても通知が届かない場合、下記「お問い合わせ・郵送先」までご連絡ください。 

（３）受講「可」の通知書とともに、「受講料振込用紙」「受講申込書」「事前調査書」を添付ファイルにて送信い

たします。各用紙を印刷し、下記に従い必要事項を記入の上、７月２０日（火）必着で郵送してください。 

●「受講料振込用紙」… 記載の納入期限までに受講料をお支払いください。 

●「事前調査書」…回答のうえ、受講申込書とともに必ず同封して本学へ郵送してください。  

●「受講申込書」… 下記の各記載内容に留意のうえ正確に記入し、本学へ郵送してください。 

・太枠線内に、必要事項を全て正確に記入し、公印を押印してください。 

・受講希望講習の区分・講習名を確認し、□にチェックしてください。 

・「受講申込書」（本学所定様式）の顔写真の部分に、写真１枚をしっかり糊付けしてください。 

・証明者記入欄は、勤務先の校長等、受講対象者であることを証明できる方の証明を受けてください。 

           ★ 記入上で特に注意を要する点（下記が不備であるため受講できないケースが目立ちます） 

・受講対象者の区分や所持する免許状、修了確認期限等は、正確に記入してください。 

・証明者記入欄の証明者印は、必ず公印を押印してください。未押印や個人の認印では受付いたしません。 

（４）提出された書類の確認が完了後、大学から「受講票」をメールにて添付ファイルで送信いたします。 

   これで、申し込みは完了となります。 

●「受講票」は印刷のうえ、申込時と同じ写真を貼付け、必要事項を記入して講習当日持参してください。 

また、講習会で使用する教科書は、事前にご準備ください。詳細については、受講票送付時にお送りする  

案内文書に記載しておりますので、ご確認ください。 

（５）遠隔授業により実施することとなった場合は、別途、登録メールアドレスに詳細を送信いたします。 
 ※本講習会の申込等で得た個人情報は、講習会実施にかかる各種の処理以外の目的では使用いたしません。  

  修了認定 

 全講習(12時間)を受講し、各認定試験(筆記)で合格基準に達した受講者には、「履修証明書」を郵送します(９月下旬頃を予定)。 

ただし、「履修証明書」は「更新講習修了確認」ではありませんので、各自で教育委員会へ申請してください。 

 

【お問合せ先・郵送先】 

富山国際大学 呉羽キャンパス事務室． 
〒930-0196 富山県富山市願海寺水口４４４ 

TEL 076-436-2570  FAX 076-436-1530 

E-mail  menkyokoushin @ tii.ac.jp 


