
令和元年度
教員免許状更新講習

募 集 要 項



　１．受講申込方法

　　 ・ 申し込み希望者は、「北九州保育福祉専門学校のホームページ」を開いてください。

　　　　      （http://www.tohaya.jp/khfc/) 

　　 （１） ①受講申込書 ②証明者記入様式 ③事前アンケート【PDF】をプリントアウトしてください。

　　 （２） ①受講申込書 ②証明者記入様式 ③事前アンケートの必要事項に記入し、

　　　　 本校宛てご郵送ください。

　　　受講申込書には、必要事項の記入と顔写真の貼付が必要です。

　　　証明者記入様式には所属園・施設長（学校長）などの証明印の押印が必要です。※（注）

　　　※（注）現在、現職でない方は、前勤務先または教育員会等の証明が必要です。

　　　　　証明者が不明な場合は、各都道府県教育委員会に直接お問い合わせご確認ください。

　　　申込期間 ： 令和２年１月１６日（木）  ～ 令和２年２月１４日（金）※１７時必着

　　 （３） 本校に①受講申込書 ②証明者記入様式 ③事前アンケートが届いた後、

　　　　 受講資格審査を行います。

　　 （４） 本校より受講資格審査の結果をメールまたは電話にて連絡します。

　　 （５） 資格審査を通過した方は、下記の「指定振込口座」に受講料をお振込みください。

　　　　　 　　　　 ※ 西日本シティ銀行 行橋支店 普通預金 １５５７８８０

　　　　　　 口座名義人：学校法人戸早学園 理事長 戸早秀暢

　　　　　 　　　　 ※ 受講者ご本人の氏名でお振込みください。

　　　　　 　　　　 ※ 手数料はご本人負担でお願いします。

　　 （６） 振込みが確認された後、本校より「受講決定通知書」（受講票）を送付します。

（７） 受講決定通知書に顔写真を貼付し保管してください。受講日に必要です。

（８） 定員（６０名）に達した時点で、受付締切りとさせていただきます。

　　 　　　締切り後に受講申込みされた方は、キャンセル待ち状態となります。

　　　　 　　　キャンセル待ち状態となった方には、本校から連絡します。

　　　　 　　　キャンセル待ち状態の方については、キャンセルが出次第、順次連絡させていただきます。

　　　

　２．受講料等

　　　　 選択領域… １ 講習 6,500円（教材費を含む）
　　　　 ※ 上記（５）の「指定振込み口座」に受講講習数分の金額をお振込みください。

　　　　 ※　 １ 講習 6,500円　２ 講習 13,000円　３ 講習 19,500円

　　　　 受講料の返還について

　　　　 ※自然災害等、及び本校の事情で中止となった場合は、全額返還します。

　　　　 ※その他の理由（自己都合等）で、事前（開講日前）に申し出られた場合は、

　 　　　　 手数料（1,000円）を差し引いた金額を返還します。

　３．受講申込書などの提出先

提出締切日　令和２年２月１４日（金）　１７時必着

《提出先》　〶800-0343　福岡県京都郡苅田町上片島１５７５

北九州保育福祉専門学校　事務部（野稲、進、平井）

　　　＊ 何らかの障がい等により、支援が必要な方は、事前にご相談ください。

教員免許状更新講習 受講までの流れ　【募集要項】
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　４．講習の受講方法

　　（１） 受講当日、「受講決定通知書」（受講票）を忘れずに持参してください。

　　　　　 ・ 「受講決定通知書」（受講票）に、写真を貼付してください。

　　　　　 ・ 受講当日、受付で「受講決定通知書」（受講票）を確認します。

　　（２） 受講当日、受付を済ませてください。

　　　　　 ・ 受付時間等の目安は、下記の通りです。

　　　　　　    受付時間　８：３０ ～ ９：００　　　　講習（試験を含む）　９：２０ ～ １６：２０

　　（３） 講習の最後に修了認定試験を受験してください。

　　（４） 各講習終了後に、事後評価アンケートを配布します。

　　　　　 「事後評価アンケート」に回答いただき、一週間以内に本校宛て送付してください。

　　　　　 ※受講者全員の回答が完了しなければ、修了証明書は発行されません。

　５．更新講習受講結果の送付

　　　　　 ・ 認定結果の確認が可能となりましたら、電子メール等でお知らせし、登録された住所へ

             　 　 修了証書をお送りします。３月末を予定しています。

　６．講習の中止

　　　　　 ・ 台風や地震などの自然災害等でやむをえず講習を中止する場合があります。

             　 　 中止の場合は、電話等で通知します。

　７．本校へのアクセス

【　   JR     】　　 JR行橋駅下車、タクシーで約１０分

【都市高速】    長野ランプより車で約４０分

【東九州道】    行橋I.Cより車で約５分

【 九 州 道 】    小倉東I.Cより車で約４０分

　８．学内施設の利用

　　　　 学内の食堂や駐車場はご利用できます。

　　　　 ※昼食の提供は弁当のみとなります。ご希望の方は事前の予約が必要です。

　　　　 ※昼食（弁当）の予約は、下記まで講習日2日前までに電話にてお願いします。

　　　　 ※弁当は、幕の内一種類のみとなります。（一個￥５００）

　９．問い合わせ先（昼食弁当の予約）

　　　　 北九州保育福祉専門学校　事務室（担当：野稲、進、平井）

　　　　 　　 TEL　０９３０-２３-３２１３　　　　FAX　０９３０-２４-８０４５

　　　　 　　 【E-mail】　①　kita-hosen@tohaya.jp

            　②　noine@tohaya.jp
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　１０．受講上の注意

　　 （１） 講習当日は、受付時間（８：３０～９：００）に遅れないように受付を済ませてください。

　　 （２） 受講票（写真票）は忘れずにお持ちください。

　　　　　 　　　身分証明書（免許証等）の呈示を求める場合がありますので、ご持参ください。

　　 （３） 講習中は、携帯電話の電源を切るかマナーモードにしてください。

　　 （４） 遅刻、早退は原則認められません。

　　 （５） 学校敷地内は、全面禁煙となっております。

　　 （６） 学校内の駐車場は利用可能です。（教職員駐車場、学生駐車場）

　　　　　 　　  駐車場でのトラブル、事故等については、学園は一切責任を負いません。

　　 （７） 学校内食堂をご利用できます。（パン・ジュース等の自販機あり）

　　　　　 　　  昼食の提供は弁当のみとなります。（幕の内のみ、一個５００円）

　　　弁当をご希望の方は2日前までの電話予約が必要です。

　　 （８） 講習内容や使用教室によっては、スリッパや体育館シューズが必要となります。

　１１．受講者による「事後評価」提出のお願い

　　　　 　

　１２．修了（履修）証明書の発行

　　　　 

　１３．個人情報の取り扱いについて

　　　　 受講者の個人情報は、免許更新講習に関する業務を行うためのみに利用します。

　　　 受講者の個人情報を第三者へ提供することはありません。

免許状更新講習規則では「免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の
運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の
改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければなら
ない」（同第７条２項）と定められています。このため、受講者の皆さま全員に各講習
終了後に「受講者評価書（アンケート）」の記入・提出をお願いしています。
受講者全員の「受講者評価書」が提出されるまで、「修了（履修）証明書」が発行で
きませんので、ご理解とご協力をお願いします。

各講習の履修認定試験で合格基準に達した受講者に当該講習の「修了（履修）証
明書」を発行します。発行及び送付は、講習終了後の令和２年３月末を予定してお
ります。前述の通り、「受講者評価書」の提出が、「修了（履修）証明書」発行の前提
となりますのでご注意ください。
※３月末日までに終了証明書が届かない場合、直ぐに本校までご連絡ください。
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　１４．講習日程及び内容

　　　 

講習名 講習期間 時間数 受講対象 定員

健康指導法
［認定番号平３１-４００３２-５０９１００号］

令和 ２ 年 ２ 月 ２３日（日）
９：２０ ～ １６：２０

６時間 幼稚園教諭 ６０名

音楽表現指導法
［認定番号平３１-４００３２-５０９１０１号］

令和２年２月２４日（祝・月）
９：２０ ～ １６：２０

６時間 幼稚園教諭 ６０名

言葉の指導法と保育実践の展開
［認定番号平３１-４００３２-５０９１０２号］

令和 ２ 年 ３ 月 １日（日）
９：２０ ～ １６：２０

６時間 幼稚園教諭 ６０名

　１５．受講対象者：幼稚園教諭免許状保有者

員免許法、教育職員免許法施行規則および教員免許状更新講習規則等の規定に則しています。

文部科学省のホームページや各都道府県教育委員会で、受講前に確認をお願いします。

受講対象者の生年月日 修了確認期限

昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日

昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日

昭和６０年４月２日～昭和６１年４月１日

昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日

昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日

 　　 昭和６１年４月２日～

【文部科学省ホームページ】　（教員免許更新制について）

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

令和4年3月31日
令和２年２月１日～
令和 ４年 １月３１日

令和3年3月31日
平成３１年２月１日～
令和 ３年 １月 ３１日

　【選択領域】

　 本年度の受講対象者は、概ね下記の通りです（免除対象者を除く）。対象者については、教育職

（注）修了認定期限を延期している場合、更新講習の受講期間は延期後の修了確認期限から起算する

必要があります。期間外に講習を受講した場合、免許状更新のための講習としては認められません。

免許状更新講習受講期間

4



　１６．開設講習一覧及び詳細

　　　 

講　習　名 健康指導法 時間数 6時間

開　講　日 令和2年2月23日（日） 認定番号 平３１-４００３２-５０９１００号

対　象　者 幼稚園教諭

担当講師

講習内容

認定方法

持 参 物

備　　考

講　習　名 音楽表現指導法 時間数 6時間

開　講　日 令和2年2月24日（祝・月） 認定番号 平３１-４００３２-５０９１０１号

対　象　者 幼稚園教諭

担当講師

講習内容

認定方法

持 参 物

備　　考

人間が生きていくためのベースである健康な生活の基盤をどう育てるかに
ついて学ぶ。現代社会の現状は、子ども達が健康で安全な生活を送るには、
ふさわしいとは言えなくなってきており、幼児教育施設が果たす役割は益々
大きくなってきている。
この講習では現代社会の現状を知るとともに子どもに必要な体験である「遊び」を
通して健康指導の技術の向上・指導法について学ぶ。

　【選択領域】

　原本賢一
　　 幼児教育科　専任教員
　　 　　　同　　　　 学科長

　【選択領域】

　筆記試験

　筆記用具、運動のできる服装、
　体育館用シューズ幼稚園教育要領解説【２０１８年フレーベル館】

　

　金子珠世
　　 幼児教育科　専任教員

幼児の表現活動及び、感性と表現を育むための指導法について学ぶ。
リズム遊び、身体表現、絵本の紹介、サウンド・エデュケーションによる音遊びを
体験し、音楽表現の基盤となる音・音楽への気付きや創造力を育むことについて
理解を深める。その際、幼児教育において育みたい資質・能力、幼児期の終わり
までに育ってほしい姿、領域「表現」との関連性についても学び、小学校教育への
接続についても考察する。

　筆記試験

　筆記用具、幼稚園教育要領解説【２０１８年フレーベル館】

　可能であれば動きやすい服装で参加してください。
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講　習　名
言葉の指導法と
保育実践の展開

時間数 6時間

開　講　日 令和2年３月１日（日） 認定番号 平３１-４００３２-５０９１０２号

対　象　者 幼稚園教諭

担当講師

講習内容

認定方法

持 参 物

備　　考 　

　【選択領域】

　丸田敦子
　　 幼児教育科　専任教員

平成29年3月に「幼稚園教育要領」が改訂され、幼児期の発達段階に応じた
適切な言語環境、活動の重要性が示されている。
これを踏まえ、本講習では、　「言葉に対する感覚を豊かにすること」を目的と
した絵本、わらべうた、言葉遊び等の演習を行い、言葉の響きやリズム、
面白さや表現する楽しさを味わえる保育実践を考える。

　筆記試験

　筆記用具、幼稚園教育要領解説【２０１８年フレーベル館】
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