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２０１７年度 新島学園短期大学 

 教員免許状更新講習 

受講者募集（対象：幼稚園教諭・小学校教諭） 
 

２００７年６月に教育職員免許法が改正され、２００９年４月より教員免許更新制が導入さ

れました。教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、

定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社

会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。（文部科学省ＨＰより） 

新島学園短期大学では文部科学省の認定を受けて、講習を開催いたします。 

 

開設講習（各６時間） 
NO 日付  講習名 対象 定員 

１ 8/16（水） 必修 最新の教育事情 幼・小 40 

２ 8/12（土） 選択必修 Teaching English to Young Learners 幼・小 20 

３ 8/12（土） 選択必修 教育相談「子どものうちに身につけたい自己表現」 幼・小 20 

４ 8/17（木） 選択 子どもを取り巻く環境について考える 幼・小 30 

５ 8/17（木） 選択 器械運動の指導と運動（スポーツ）外傷の対応 幼・小 15 

６ 8/18（金） 選択 キリスト教保育 幼・小 20 

７ 8/18（金） 選択 和太鼓実技講座 幼・小 30 

８ 8/18（金） 選択 幼児の造形表現 幼 20 

９ 8/21（月） 選択 日本文化の特色-侘びを中心に- 幼・小 30 

１０ 8/21（月） 選択 ピアノ伴奏実技講座 幼・小 16 

※ ２０１８年３月３１日に修了確認期限を迎える方、及び必修１講習と選択必修（いずれか

１講習）、選択３講習の計５講習（３０時間）をセットで受講する方を優先いたします。 

※定員内であれば各講習のみの受講も可能です。 

 

１．講習概要 

 ①【募集定員】 

   必修講習：４０人  選択必修講習（２講習）：各２０人  

選択講習（７講習）：１５～３０人（各講習で人数が異なります） 

  

②【講習会場】                    

   新島学園短期大学 群馬県高崎市昭和町５３     ※全面禁煙となっております  

ＪＲ：信越線北高崎駅北口から徒歩３分  

バス：JR高崎駅より上信バス（高崎問屋町駅ゆき）10分、新島短大前下車０分  

駐車場：あり（128台） 
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※選択講習「和太鼓実技講座」は、箕郷文化会館：群馬県高崎市箕郷町生原 922-1 

バス：JR高崎駅より群馬バス（箕郷営業所ゆき）40分、箕郷営業所下車徒歩 15分 

駐車場：あり 

 

③【講習内容・日程】詳細は、４．の講習内容（P.3～4）、別掲の講習日程一覧を参照（各 6 時間） 

   ・必修講習：８月１６日（水）１講習 

   ・選択必修講習：８月１２日（土）２講習（いずれか選択） 

   ・選択講習：８月１７日（木）２講習、８月１８日（金）３講習、８月２１日（月）２講習 

（全７講習より選択） 

 

 ④【受講料】 

   必修講習：６，０００円  選択必修講習：６，０００円  選択講習：１講習６，０００円 

   ・本学の講習のみで必修１講習と選択必修（いずれか１講習）、選択３講習の計５講習

（３０時間）をセットで受講する方は、３０，０００円となります。 

 

２．受講対象者 

  ２０１８年３月３１日及び２０１９年３月３１日に修了確認期限を迎える方とします。 

生年月日が、１９６２年４月２日～１９６４年４月１日の方 

生年月日が、１９７２年４月２日～１９７４年４月１日の方 

生年月日が、１９８２年４月２日～１９８４年４月１日の方 

詳しくは文部科学省のホームページでご確認ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 

 

３．申込手続き等 

 ①【申込方法】 

  本学ホームページ（URL：https://www.niitan.jp/）からダウンロードした受講申込書・受講

票（顔写真貼付）に必要事項を記入し、受講申込書には所属長等の証明を受け、下記

宛に郵送（簡易書留、角２サイズ、受講申込書等在中と明記）、または持参してください。

また、返信先を記入した返信用のレターパックプラスを必ず同封してください。 

  持参される場合は、月曜～金曜の１７時までとしてください。 

  ★申込時の必要書類：受講申込書、受講票、返信用レターパックプラス 

  申込先：〒370-0068 高崎市昭和町５３ 新島学園短期大学 教員免許状更新講習係 

 

 ②【申込期間】 

   ２０１７年５月１５日（月）～５月３１日（水）必着 

 

 ③【受講者決定】 

  各講習の申し込み者が定員を超えた場合は、抽選により受講者を決定します。 

  受講可否通知（受講案内）、受講票、受講料等納入案内は、申込み期間終了後すみや

かに受講決定者に郵送いたします。 

  また、抽選に漏れた場合は申込書類一式を返却させていただきます（受講決定の場合

は返却いたしませんがご了承ください）。 
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４．講習内容一覧 

 

【必修講習】  

No. 講習名 開講日 定員 

（対象） 

講 習 概 要 担当講師 

※持参物等 

1 最新の教育

事情 

8/16

（水） 

４０ 

幼・小 

日本における教育政策と世界の教育の動向に

関する最新の流れ、教員としての教育観や子ど

も観、子どもの発達に関する脳科学・心理学、昨

今の子どもの生活の変化を踏まえた課題につい

て最新の教育事情を学ぶ。 

高山有紀准教授 

福島秀起教授 

成田小百合准教授 

渡邊哲也教授 

 

 

【選択必修講習】 ２講習からいずれかを選択 

No. 講習名 開講日 定員 

（対象） 

講 習 概 要 担当講師 

※持参物等 

２ Teaching 

English to 

Young 

Learners 

8/12

（土） 

２０ 

幼・小 

①英語に限らずそもそも外国語を学ぶことの意

味は何か、など外国語学習には絶対に必要な

動機付けの問題について、②初習者に英語を教

える教授者がしっておくべき、英語の音声的・文

法的知識や英語国の文化的知識について、さら

に③フォニックスとは何なのか、そしてそれが学

習者にとって、英語教育の重要な部分であるの

かについての講義を行う。なお③については、

英語による講義となる予定。 

小林俊哉教授 

前田浩教授 

Maher, Richard A.専

任講師 

 

※辞書（紙・電子い

ずれも可） 

３ 教 育 相 談

「子どものう

ちに身につ

けたい自己

表現」 

8/12

（土） 

２０ 

幼・小 

就学後のいじめや不登校などの子どもたちの抱

える問題を未然に防ぐために、できるだけ早期

から対応することが求められるようになってき

た。すべてのいじめや不登校に適用することは

難しいが、自分の思いを自分のことばや態度で

表明できる力を養うことは生き抜く力につなが

る。具体的な事例を取り上げたり、ロールプレイ

を交えたりしながら実践的に学ぶ。 

小菅ゆみ専任講師 

 

 

【選択講習】 全７講習から各日１講習ずつ選択可 

No. 講習名 開講日 定員 

（対象） 

講 習 概 要 担当講師 

※持参物等 

４ 子どもを取

り巻 く環境

について考

える 

8/17

（木） 

３０ 

幼・小 

子どもを取り巻く環境には、人的環境（家族、友

だち、保育者・先生など）、物的環境（施設、玩

具、絵本など）、自然環境・社会の事象などがあ

る。本講習では、子どもを取り巻く環境について

理解するとともに、「子育てバリアフリー」などの

実践を通して学ぶ。 

八幡眞由美准教授 
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No. 講習名 開講日 定員 

（対象） 

講 習 概 要 担当講師 

※持参物等 

５ 器械運動の

指導と運動

（スポーツ）

外傷の対応 

8/17

（木） 

１５ 

幼・小 

子どもは成人に比べて筋力や骨の発達が未熟

なだけでなく、筋肉よりも骨の成長が早いなど、

ケガをする危険性が極めて高い。また、スポーツ

指導のみならず、保育・教育現場においても、

「ケガ（外傷）」の対応は日常的に起こりうる。運

動（スポーツ）、遊びの最中に生じた外傷への救

急処置について取り上げる。さらに、現場からの

要望が高い、器械運動の指導「マット運動指導

の留意点」について実技形式で行う。 

清水洋生専任講師 

 

※体育館履き、動き

やすい服装（マット運

動を行います）、タオ

ル・バンダナ 

６ キリス ト教

保育 

8/18

（金） 

２０ 

幼・小 

約2000年前に書かれた聖書を基本とするキリス

ト教保育とは何か。私たちは、これからの社会の

担い手の子ども達に何を伝えていけば良いの

か。子どもが人、自然、社会を敬愛し、慈しみ尊

重し、社会に貢献する人として育つことを願う私

たちだが、聖書の中からそのヒントになる事を一

緒に発見し、将来にわたって持続可能な社会を

構築する担い手を育む教育「キリスト教保育」に

ついて一緒に学ぶ。 

渡邊哲也教授 

 

※聖書 

７ 和太鼓実技

講座 

8/18

（金） 

３０ 

幼・小 

伝統楽器である和太鼓は難しいものと思われが

ちであるが、単調なリズムも振りや掛け声１つで

大きく変わる、正に全身で楽しめるものになって

いる。この講座を通して、和太鼓実技や楽曲を

作る楽しみを学ぶ。会場：箕郷文化会館 

福島秀起教授 

※動きやすい服装、 

飲み物、スポーツタオ

ル数枚、着替え、筆記

用具、保険証、常備薬 

８ 幼児の造形

表現 

8/18

（金） 

２０ 

幼 

講義及び実技・製作を実施し、子どもの造形表

現の意義や役割、特徴についての理解を深め、

造形表現で使用する素材や道具についての理

解も深める。造形表現活動を援助するための技

能を確認し、子どもの感性を豊かに育む造形表

現についての理解を目指す。 

櫻井剛准教授 

 

※はさみ１本、汚れ

ても良い服装 

９ 日本文化の

特色 -侘び

を中心に- 

8/21

（月） 

３０ 

幼・小 

侘びという理念が成立する歴史的、社会的背景

を概観し、侘びとはいかなるものか、その精神性

や、侘びの美の特色について考察する。また、

侘び茶の大成者千利休が茶の湯を通して最も

重視した「直心の交わり」について考えていく。 

渡邊淳子教授 

１０ ピアノ伴奏

実技講座 

8/21

（月） 

１６ 

幼・小 

受講者の希望曲および課題曲により、子どもの

歌・歌曲などのピアノ伴奏技術の向上と豊かな

表現力を身につけることを目指す。読譜、テンポ

の設定、強弱や音色による表現法について学

び、簡易伴奏法やコード奏、編曲についても受

講者の希望に応じてとり入れる。 

澤田まゆみ准教授 

 

※受講を希望する楽

譜 
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５．その他 

 ①5月 31日（水）17:00までに受講申し込み者数が少なかった場合（下記参照）は、講習を

取りやめることがあります。その場合は受講申込者に連絡いたします。 

和太鼓実技講座                     9名以下 

器械運動の指導と運動（スポーツ）外傷の対応  7名以下 

その他の講習                       5名以下 

②自然災害その他で不測の事態が生じた際は、講習を取りやめることがあります。その

場合は本学ホームページにも掲載します。 

 ③受講申込における一連の個人情報及び履修認定試験等の個人情報については、教員 

 免許状更新講習に係る業務にのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。 

 

６．お問い合わせ先 

 新島学園短期大学 教員免許状更新講習係  

  Tel 027-326-1155(代) Fax 027-324-1444（代）  

E-Mail  koshinkoshu2017@ns.niitan.jp（教員免許状更新講習専用） 

 


