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令和 3年度 免許状更新講習のご案内 
一般社団法人 石川県私立幼稚園協会 

 

受講対象教諭 

令和 4年（平成 34年）3月 31日に修了確認期限を迎える方    第 2 グループ（2巡目) 

生年月日 修了確認期限 免許状更新受講期間 

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日生 

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 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日生 

昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日生 

令和 5年（平成 35年）3月 31日に修了確認期限を迎える方  第 3 グループ（2巡目) 

生年月日 修了確認期限 免許状更新受講期間 

昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日生 

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 42年 4月 2日～昭和 43年 4月 1日生 

昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生 

平成 21年 4月 1日以降に新免許状を発行された者で 

有効期間の満了日が令和 4年（平成 34年）3月 31日と令和 5年（平成 35年）3月 31日の方 

 有効期間の満了日 免許状更新受講期間 

 

令和 4年 3月 31日 

 

令和 5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 2月 1日 

～令和 5年 1月 31日 

※教員免許更新は免許を所持するご本人様の管理となります。更新漏れのないように、早めに免

許状をご確認ください。ご自分の更新時期については必ず文部科学省ホームページ

(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm)、石川県教育

委員会(http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/koushin.html)等

でご確認の上、お申込ください。 

文部科学省のホームページより「教員免許状の有効期間確認ツール」

https:/www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm をダウ

ンロードいただき、入力画面に自身の教員免許状の情報等を入力することにより、出力画面にて自

身の教員免許状の有効期間（又は自身の修了確認期限）を確認いただくこともできます。 

 

  

各個人の講習を受講すべき期間は、生年月日・所持している免許状の授与日・修了確認期限の
延期等、個人の事情によって異なります。 

従って、当協会にお問い合わせいただいても責任をもった回答は致しかねます。教育委員会にお問
い合わせいただきか、上記の情報を参照してください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/koushin.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
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定員 

80名  （残席数は幼稚園ナビの申込画面に表示されています。）              
 

講習内容について 

別紙「令和 3年度「幼稚園教諭免許状更新講習」実施内容一覧」をご参照ください。 
 

受講料 

加盟園の先生 

１講座６時間＜6，０００円 (認定試験含む)＞（５講座合計の場合は 3０，０００円） 

受講料は 3月 31日（水）までにお振込下さい。 
 

一般の方 

１講座６時間＜８，０００円 (認定試験含む)＞（５講座合計の場合は４０，０００円） 

受講料は 5月 10日（月）までにお振込下さい。 
 

・請求書や払込取扱票は発送しません。申込後、自分で受講料を計算して合計額をまとめてお振込

みください。 

・振込先 【北国銀行 本店営業部 普通預金 ０３７２０５】  

 口座名義 【石川県私立幼稚園協会教員免許更新講習 理事長 田中辰実】   

・振り込み手数料はご自身でご負担ください。  

・受講者様本人の名前で振込み下さい。(旧姓は不可) 

・受講料は現金での取り扱いは行いません。 
 

・申込期限内は幼稚園ナビでキャンセルできます。申込期限終了後のキャンセルにつきましては必ずご

連絡ください。なお、受講料を振り込まれた後にキャンセルをする場合は 5月 8日までにご連絡下され

ば、振込み手数料を引いた額を返金いたします。それ以降の連絡では、返金は行いませんのでご注意

ください。 
 

事前申込方法 

・加盟園の申込期間：令和 3年 2月 25日(木)～3月 20日(土) 

・一般の方の申込期間：令和 3年 4月 1日(木)～5月 8日(土) 

・受講の申込は「幼稚園ナビ」でのみ承ります。パソコン・タブレット・スマートフォンからお申込くださ

い。FAXでの申し込みは受け付けておりません。 

・7/30(金)選択必修講座 と 8/6(金)必修講座は２日間連続でのみ受講可能です。１日だけの

受講はできません。 
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受講時の注意 

・講座開始の約 30分前より受付を開始いたします。 

・地場産業振興センターの駐車場は無料です。施設以外の場所には絶対に駐車しないでください。 

・金沢商工会議所の駐車場は有料です。優待はありません。公共の交通機関でのご来場をお薦めし

ます。 

・筆記用具、受講票を持参ください。 

・受付とアンケートに使いますので、スマートフォン・タブレットをお持ちの方はご持参ください。 

なお、スマートフォンを使わない方の対応もいたしますのでご安心ください。講義内容やスクリーン画面な

どをスマホ・携帯で撮影することは禁止します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策について 

・体調不良、発熱の場合は出席を控えてください。 

・受付時に体温測定を実施させていただきますのでご協力をお願いします。 

・マスク着用でお越し下さい。 

・会場の出入り口を開放します。換気による暑さや冷房による冷えの対策は各自で十分に行ってくださ

い。席により空調の効きが異なりますので、温度調節のできるようカーディガン、ひざ掛け、座布団などを

ご準備ください。 

・昼食、飲料は各自ご持参ください。ゴミはすべてお持ち帰り下さい。会場でも昼食をとっていただいても

結構ですが、飲食中は喋らないようにご協力ください。なお、休憩中は外出可能ですので、会場外のス

ペースもご利用いただき、できるだけ分散していただければ幸いです。 

・講義中は可能な限り受講者の距離を確保しますので、休憩時間中についても一定の距離を保つよ

うお願いします。 

・開催日 3日前までに緊急事態宣言が石川県に発令された場合は、開催を見合わせます。受講者

にはメールでご連絡します。申込み時に登録したメールに連絡します。（受講者はメールが受け取れる

ように設定しておいて下さい。また、石川県私立幼稚園協会ホームページのトップページにも情報を掲

載します。）その場合は自宅などでのオンライン講習などに切り替えることがあります。詳細はその際に

連絡いたします。 

・万一、受講者の感染が確認され、他の受講者が濃厚接触者に該当すると判断された場合、公益

性の観点から、保健当局等に対して必要な情報提供をさせていただくことがありますので、あらかじめご

了承下さい。 
 

個人情報の取り扱いについて 

・本講習で得た個人情報は、免許状更新講習のために使用し、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。 
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申込から受講の流れ 

１、 「幼稚園ナビ」の申込フォームから申し込む(事前申込) 

２、 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 

正式な「受講申込書・受講票・事前資料」が届く 

（原則、講習日の 3週間前までに発送） 

３、 「受講申込書」に必要事項記入の上、講習の 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（〒102-0073東京都千代田区九段北 4-2-25私学会館 

別館 4階）宛に「更新講習受講申込書在中」と朱書きして郵送（この提出がないと受講

できません） 

４、 受講当日は「受講票」を持参 (受付で提示) 

５、 受講後、認定試験の採点および審査会の決定を経て、「履修証明書」が届く 

（原則、講習日の 2 ヶ月以内に発行） 

※ 重要：各自、免許管理者(教育委員会)に申請手続き期間内に必要書類に「履修証明

書」を添えて提出し、免許更新申請を行う 
 

事前申込および講習内容のお問い合わせ先 

一般社団法人 石川県私立幼稚園協会 
〒920-0918 石川県金沢市尾山町 6-40 兼六荘 2階 
TEL 076-222-9123  MAIL: info@isisiyou.or.jp 

 

正式な受講申込書のお問い合わせ先 

公益社団法人 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  MAIL: info@youchien-kikou.com 
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災害時の対応について 

研修開催時に台風・豪雨などが発生している場合、受講者・スタッフの安全確保ならびに混乱を

避けるため、開催中止の決定基準は以下のとおりとします。 

１、 中止判断の基準 

研修を開催する地域に、次の(1)から(3)のいずれかの警報が発表されている場合と(4)に該当す

る場合は研修を中止します。※ただし、研修開始時あるいは午前中には警報解除の可能性が予

想され、公共交通機関が動いている場合には警報が出ていたとしても開催する場合があります。 

(1) 特別警報のいずれか（ただし、波浪、高潮は除きます。） 

(2) 大雨警報 と 暴風警報 の両方 

(3) 大雪警報 又は 暴風雪警報 のどちらか１つ 

(4) 交通機関の運休・遅滞・寸断等により、講師が会場に到着できない場合 

 

２、 中止判断の時刻 

午前 6時頃に実施責任者が決定します。 

 

３、 中止の連絡 

研修の実施を中止する場合、午前 7時までに次の方法でお知らせします。 

(a)申込み時に登録したメールに連絡します。（受講者はメールが受け取れるように設定しておい

て下さい。） 

(b)石川県私立幼稚園協会ホームページのトップページに掲載  

※開催会場への直接お問い合わせはご遠慮下さい。(安全確保のため、現地に開催有無の張り

紙は致しません。) 

なお、悪天候であっても、1、※に示したとおり研修を実施する場合はホームページのトップページに

掲載します。 

 

４ 、延期（振替）日程の連絡 

・振替日・会場が決まり次第、メールおよびホームページで案内します。 

・受講者に受講票は再送しません。そのまま振替日にご持参ください。 

・振替日に受講できない方はメールか電話でご連絡下さい。受講料を返金します。                                            

以上 

 



会場 日時
時間数
（領域）

受講定員 講習内容 担当講師

(公財)全日本私立幼稚園教育研究機構
理事･研究研修委員会副委員長、

(公社）全国幼児教育研究協会理事、
学校法人武蔵野東学園理事

武蔵野東第1･第2幼稚園園長、
内閣府子ども子育て会議委員

加藤 篤彦 先生

金沢大学
人間社会研究域　学校教育系  教授

武居　渡　先生

国立大学法人　鳴門教育大学
専門職学位過程

子ども発達支援コース　教育実践教授
附属幼稚園長　園長

佐々木　晃　先生

幼稚園での遊びの様子や小学校の生活科の単元学習の様子を例にあげ
ながら、活動体験を中核に据えた様々な学びをどのように構想し、援助して
いくか、さらに振り返りの場をどのように設定するかなどについて具体的に
学びます。なお、この講義は、一方的に聴くスタイルではなく、受講者の参
加型を基本とします。
(対面授業)

「学校を巡る近年の状況の変化」「学校指導要領の改訂の動向等」につい
て、教員に求められる最近の知識・技能の習得と今日的な教育課題につい
ての理解を深めることを目指します。なお、本講習は8月6日開催の必修講
習と連続して行うものです。
（対面授業）

「国の教育政策や世界の教育の動向」「教員としての子ども観、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踏まえた課題」の4つの事項について、教員
に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理
解を深めることを目指します。なお、本講習は7月30日開催の選択必修講
習と連続して行うものです。
(対面授業)

本講習では、まず発達障害に関するシミュレーションを通して発達障害のあ
る子どもの気持ちを体験します。そのうえで、ADHD、LD、ASDの各障害の
特徴やそのような幼児に対する保育者の関わり方について、解説。なお講
習にあたっては、事例を多く紹介し、あわせてグループで事例を検討するよ
うな時間もあります。
(対面授業)

「保育」は、総合的で日常的で、自然な形であるがゆえに、優れた保育実践
でも世間の人たちには分かりにくいということも否めません。私達保育の専
門家は、説明力や発信力を加えて保育のちからを高めていくことが求めら
れています。講習の中では具体的な事例をもとに保育技術や幼児理解など
保育実践の英知を解説し、先生方とつながり、新時代の保育を提案してい
きたいです。
（映像授業）

石川県
地場産業振興センター
新館1階　コンベンション
ホール
金沢市鞍月2-1

8/25（水）
9:30～15:30:講義
15:30～16:30:試験

６時間
（選択③）

80人

80人

80人

80人

80人

６時間
（選択①）

石川県
地場産業振興センター
本館3階　第5研修室
金沢市鞍月2-1

金沢商工会議所
ホール
金沢市尾山町9-13

8/6（金）
9:30～15:30:講義
15:30～16:30:試験

６時間
（必修）

石川県
地場産業振興センター
新館1階　コンベンション
ホール
金沢市鞍月2-1

8/21（土）
9:30～15:30:講義
15:30～16:30:試験

６時間
（選択②）

石川県
地場産業振興センター
新館1階　コンベンション
ホール
金沢市鞍月2-1

7/17（土）
9:30～15:30:講義
15:30～16:30:試験

令和3年度「幼稚園教諭免許状更新講習」実施内容一覧

一般社団法人　石川県私立幼稚園協会

7/30（金）
9:30～15:30:講義
15:30～16:30:試験

６時間
（選択必修）

南砺市　教育長　松本謙一先生

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
専務理事

大阪教育大学非常勤講師

せんりひじり幼稚園　園長

安達　譲　先生


