
平成２６年４月１７日 
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理 事 長 水谷 豊三 

教育研究委員長 邨橋 雅広 

 

 

 

教員免許状更新制「平成 26年度・免許状更新講習」 

事前受講案内について 

 

 

春暖の候、皆様にはますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当連盟の活動に

ご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２１年４月から教員免許状更新制が本格実施されておりますが、（一社）大阪

府私立幼稚園連盟におきまして、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２６年度・免許状更新講習」を開催することとなりました。 

各幼稚園の設置者・園長様におかれましては、受講対象となる教諭の方々にお伝えいた

だきたく存じます。また、受講希望者につきましては、（一社）大阪府私立幼稚園連盟ホー

ムページより「受講申込み」をお願いいたします。 

 

記 

 

１．講  習  ①必修領域１２時間（１日６時間、２日間すべて受講のこと） 

           開 設 日 平成２６年７月３１日（木）・８月１日（金） 

           講習内容 「特別支援教育と幼児教育の関わり 

～気になる子どもをみんなで見守り育む～」 

「幼児の事実からの指導計画の在り方」 

 

②選択領域６時間 

         開 設 日 平成２６年８月２１日（木） 

           講習内容 「幼稚園教育要領と保育の実践」 

                「つながりある保育 

～心のねっこを育てる目に見えない保育・教育の重要性～」 

 

  ２．申込期間  平成２６年５月２２日(木) 午前９時 ～ ５月２９日(木) 午後５時 

※先着順の為、定員になり次第締め切ります。 

※（一社）大阪府私立幼稚園連盟のホームページより「受講申込み」

を行いますのでお間違えないようお願いいたします。 
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公益財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

平成 26年度 

 免許状更新講習【必修領域】【選択領域】事前受講案内 
《 (一社)大阪府私立幼稚園連盟 実施 》 

 

教員免許更新制の導入に伴い、免許状更新講習を下記のとおり開設します。 

必修領域、選択領域がありますので申し込みの際、間違いのないようご確認ください。 

また、開催会場も異なりますのでご注意ください。 

 

①【必修領域】１２時間（２日間） 

１．日 時  平成２６年７月３１日(木)・８月１日(金)  ９：３０～１６：４０ 

                （休憩１２：００～１３：００）昼食は各自でご用意ください。 

２．受講料  １２，０００円 

３．会 場  エル・おおさか（大阪府立労働センター） 南館 5階 南ホール 

        大阪市中央区北浜東 3-14   TEL:06-6942-0001 

        アクセス http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html 

             京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m 

４．日時・講師・講習内容・受講定員 

日  時 講    師 講習内容 
受講 

定員 

平成 26年 

７月３１日(木) 

9:30～15:30 

横浜創英大学学術顧問 

聖徳大学児童学科  

教授  小 田  豊 氏 

「特別支援教育と幼児教育の関わり 

～気になる子どもをみんなで見守り育む～」    

100人 
15:40～16:40  (筆  記  試  験)  

平成 26年 

８月１日(金) 

9:30～15:30 

関西国際大学 教育学部 教育福祉学科     

教授  奥山 登美子 氏 

「幼児の事実からの 

指導計画のあり方」 

15:40～16:40  (筆  記  試  験)  

※本講習は 2日間（1 日 6 時間 計 12 時間）の受講が必須となります。どちらか 1日だけの受講は認め

られません。 

 

 

②【選択領域】６時間 

１．日 時  平成２６年８月２１日（木） ９：３０～１６：４０ 

               （休憩 １２：００～１３：００）※昼食は各自でご用意ください。 

２．受講料  ６，０００円 

３．会 場  エル・おおさか（大阪府立労働センター） 南館 5階 南ホール 

        大阪市中央区北浜東 3-14   TEL:06-6942-0001 

        アクセス http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html 

             京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ 300m 
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４．日時・講師・講習内容・受講定員 

日  時 講   師 講 習 内 容 
受講 

定員 

平成 26年 

８月２１日（木） 

9：30～12：00 

学校法人成城学園 理事長 

大阪教育大学 非常勤講師 

一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟  

理事長 水谷 豊三氏 

「幼稚園教育要領と保育の実践」 

100人 
12：00～13：00 昼食休憩  

平成 26年 

８月２１日（木） 

13：00～15：30 

認定こども園常磐会短期大学付属 

泉丘幼稚園、いずみがおか園 園長 

大阪青山短期大学 非常勤講師 

常磐会短期大学 外部講師 中村 妙子氏 

「つながりある保育 

～心のねっこを育てる目に見えない

保育・教育の重要性～」 

15：40～16：40 （筆 記 試 験）  

 

※以下については両講習共通です。 

 

５．受講対象教諭 ※次の要件をすべて満たす者 

○平成 21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） 

○平成 27年 3月 31日が最初の修了確認期限である者 

（昭和 54年 4月 2日～昭和 55年 4月 1日生まれ） 

（昭和 44年 4月 2日～昭和 45年 4月 1日生まれ） 

（昭和 34年 4月 2日～昭和 35年 4月 1日生まれ）の者…… 

○平成 28年 3月 31日が最初の修了確認期限である者 

（昭和 55年 4月 2日～昭和 56年 4月 1日生まれ） 

（昭和 45年 4月 2日～昭和 46年 4月 1日生まれ） 

（昭和 35年 4月 2日～昭和 36年 4月 1日生まれ）の者…… 

※講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として勤務した経験がある者、臨時任用（または非常

勤）教員リスト搭載者などです。教員でなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講できません。 

 

６．事前申込の方法 

 （１）大私幼連盟ＨＰ http://www.kinder-osaka.or.jp/ より「受講申込」を行ってください。 

   期間中のみホームページのトップ画面に申込み用ボタンが掲示されます。 

（ＨＰからの申込のみです。郵送、ＦＡＸによる申込はできません。） 

申込後、すぐに受付した旨の確認メールが届きます。届かない場合は受付ができていない場合が 

あります。大私幼事務局までお問い合わせ下さい。） 
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 （２）申込期間終了後、申込の際に入力したＥ－ｍａｉｌアドレスに講習内容の確認と受講料のお振

込みについてのメールを返信します。（メールが届かない場合は大私幼連盟事務局まで必ずご連

絡下さい。） 

 （３）大私幼連盟への今回の申込は「事前申込」となります。正式な申込書は後日、本財団より文書

にて自宅に郵送致します。（後記 本財団からのお知らせを参照ください。） 

【申し込み記入事項】 

    ①氏名 ②生年月日、満年齢 ③現在の勤務している幼稚園名 ④免許状番号（例：平○幼二め

第○○○号）⑤自宅郵便番号、住所（ご記入いただいた「住所」に受講票等をお送りいたしま

す。）⑥自宅電話番号（携帯番号可） ⑦Ｅ－ｍａｉｌアドレス(携帯アドレスでも可) 

（４）本講習で得た個人情報は、教員免許状更新講習（予備講習）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。 

 

７．事前申込の期間  

 事前申込期間は、平成２６年５月２２日(木)午前９時から平成２６年５月２９日(木)午後５時まで

です。先着順のため、定員に達し次第、募集を終了させていただきますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

８．受講料の振込について 

  受講仮許可のメールが届いた方は、平成２６年６月５日（木）までに次の口座に受講料をお振込 

みください。また、一度納入された参加費は原則返金できません。 

【振込口座】 三井住友銀行 天満橋支店 普通預金 No. １５２８０３５ 

名義  大私幼
だいしよう

 教 育
きょういく

研 究
けんきゅう

委員長
いいんちょう

 邨
むら

橋
はし

雅
まさ

廣
ひろ

 

９．事前申込のお問い合わせ先 

(一社)大阪府私立幼稚園連盟事務局 

  〒534-0026 大阪市都島区網島町６－２０私学教育文化会館内 

TEL：（０６）６３５１－５５７４   FAX：（０６）６３５１－５５８７ 

  Ｅ－ｍａｉｌ：arima@kinder-osaka.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 

 

後日、本財団から事前申込者(仮許可を受けた者)には、正式に受講の可否をお知らせする文書(受講申

込書)を送付させていただきます。 

１．正式な受講申込書の郵送 

①受講者には、受講申請書、受講票などを簡易書留で送ります。 

②受講申請書は必要事項をご記入の上、受講日の１０日前までに、公益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ください。 

③受講申込書の受領後のキャンセルにつきましては、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。 
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２．履修認定等 

 各講習の履修認定は試験により評価します。履修認定された受講者には、講習終了後約２ヶ月以内に

「履修証明書」を発行させていただきます。 

３．正式な受講申請書のお問い合わせ先  

  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                      

mailto:info@youchien-kikou.com
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