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平成２９年度 鶴見大学短期大学部 免許状更新講習募集要項 

 
 平成１９年６月の教育職員免許法の改正により、平成２１年４月１日から教員免許更新制が導入さ

れました。 

 鶴見大学短期大学部では、平成２９年８月７日（月）から８月９日（水）までの間、選択領域につ

いての免許状更新講習を実施します。受講を希望される方は、本要項を熟読のうえ、手続きを行って

ください。 

 なお、教員免許更新制に関する詳細については、文部科学省のホームページを参照してください。 

  ◆文部科学省ホームページ（教員免許更新制）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 
 

１．受講対象者  

 幼稚園に在職する現職の教員（非常勤講師を含む）で、以下の（１）または（２）に該当する方

が対象となります。 

（１）旧免許状所持者（平成21年3月31日までに授与された教員免許状を所持している方）で「修

了確認期限」が平成30年3月31日及び平成31年3月31日の方 

※旧免許状の修了確認期限については、生年月日によって異なりますのでご留意ください。 

文部科学省のホームページでは「修了確認期限をチェック」で個別に確認することができます。 

旧免許状の修了確認期限 生 年 月 日 

 

平成30年3月31日 

昭和37年4月2日～昭和38年4月1日 

昭和47年4月2日～昭和48年4月1日 

昭和57年4月2日～昭和58年4月1日 

 

平成31年3月31日 

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日 

昭和48年4月2日～昭和49年4月1日 

昭和58年4月2日～昭和59年4月1日 
 

（２）新免許状所持者（平成 21 年 4 月 1 日以降に初めて教員免許状を授与された方）で「有効   

期間の満了の日」が平成30年3月31日及び平成31年3月31日の方 
 

２．定員  

  １講習につき３５名～５０名 
 

３．講習日時  

  平成２９年８月７日（月）・８日（火）・９日（水） 

  ９時３０分～１２時３０分・１３時３０分～１６時３０分 (12時30分～13時30分は昼食・休憩時間） 

  ※本学で開講する講習は選択領域のみで、１講習につき６時間です。 
 

４．講習概要・受講料  

  講習の概要は以下のとおりです。 

  講習は、１日１講習のみの受講となります。従って、同一の日に２講習を受講することはできま

せん。また、受講料は、受講する講習分の納入が必要です。 

  なお、講習の詳しい内容については、別紙「講習一覧」をご覧ください。 
 

講習日時 時間数 
講習 

番号 
講習の名称・担当講師 講習会場 受講料 

８月７日 

(月) 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-① 

これからの幼児の造形表現教育 

 鮫島良一（本学講師） 

４号館３階 

４－３０３番教室 

８，０００円 

（教材費含） 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-② 

発達障がいのあるこどもの保育 

 河合高鋭（本学講師） 

１号館２階 

２０１番教室 
６，０００円 
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８月８日 

(火) 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-③ 

 

幼児教育における昔話・童話の活用 

山田吉郎（本学教授） 

１号館５階 

５０１番教室 
６，０００円 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-④ 

幼児の屋外環境との関わりと園庭に

おける環境設定 

 仙田考（本学講師） 

１号館２階 

２０１番教室 
６，０００円 

８月９日 

(水) 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-⑤ 

幼児の動きづくりから楽しいリズム

遊びへ 

河田聖良（本学講師） 

陸路和佳（本学准教授） 

  
体育館３階 
リズム室    

４号館４階 
４－４０１番教室 
４－４０２番教室 

 

６，０００円 

9:30～12:30 

13:30～16:30 
６時間 17-⑥ 

子ども理解と保育実践の検討 

片川智子（本学講師） 

１号館２階 

２０１番教室 
６，０００円 

 

５．講習会場  

  鶴見大学 １号館・４号館・体育館 

   〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見２－１－３  電話：０４５（５８０）８２１５・８２１６ 

  ※本要項の最終頁に案内図を掲載しています。 

     

６．受講申込について  

  受講を希望される方は、以下のとおり申込手続きを行ってください。 

 

 

 

 

  仮申込の受付は先着順となりますので、講習毎の定員に達し次第、申込受付を終了とさせていた

だきますことをご了承ください。また、申込状況に応じて、募集期間を延長することがあります。 

  申込受付終了、募集期間延長等につきましては、本学のホームページでお知らせいたします。 

  仮申込の結果、受講が決定した方には、本申込に必要な手続き書類を郵送いたしますので、所定

の手続きを行ってください。 

 

（１）仮申込  

 ①仮申込受付期間 

  平成２９年５月２９日（月）～平成２９年６月９日（金）（必着） 

 ②仮申込方法 

   「仮申込書」（本学所定用紙）に必要事項をご記入のうえ、同封の「仮申込手続書類」送付用の

封筒を用いて、簡易書留にて下記宛先へ郵送してください。簡易書留以外（窓口・ＦＡＸ等）で

の受付はいたしません。 

 

 

 

   なお、「仮申込書」は本学のホームページ（http://www.tsurumi-u.ac.jp）からダウンロード

することができます。ダウンロードによって取得した仮申込書の郵送の際は、任意の封筒をお使

いいただいて結構です。（封筒の表面に「免許状更新講習仮申込書在中」と朱書してください。） 

  

◎「仮申込書」郵送先 

〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見２－１－３  鶴見大学短期大学部教学課 

(１)仮申込 

本学へ仮申込書を郵送 

受講の決定 

本学より受講決定通知・本

申込手続き書類を送付 

(２)本申込 

受講申込書・事前アンケー

トの郵送、受講料納入 

受講申込完了 
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③受講の決定 

   受講の可否については、６月３０日頃、ご本人の現住所宛に文書にて通知いたします。また、

受講が決定した方には、「受講決定通知」とともに本申込手続き書類を郵送いたします。 

   なお、受講の決定について、お電話によるお問い合わせには応じられません。 

 

（２）本申込 

  仮申込の結果、受講が決定した方は、下記の期限内に本申込手続きを行ってください。 

  本申込手続きは、手続書類の提出並びに受講料の納入となります。なお、期限内に本申込手続き

を完了されない場合には、受講決定を取消とさせていただきますのでご留意ください。 

 ①本申込手続期限 

  【手続書類】 平成２９年７月１４日（金）（必着） 

  【受 講 料】 平成２９年７月１４日（金） 

 ②本申込手続方法 

  【手続書類】 

    次の書類に必要事項をご記入のうえ、同封の「本申込手続書類」送付用封筒を用いて、簡易

書留にて７月１４日（金）（必着）までに郵送してください。簡易書留以外（窓口・ＦＡＸ等）

での受付はいたしません。 

    1)受講申込書（本学所定用紙） 

      顔写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝）を貼付してください。また、証明者記入欄には、受講対象者であること

の証明を所属機関の長より受けてください。（勤務先の園長印等、公印の押印が必要です。）  

    2)事前アンケート（本学所定用紙） 

      事前アンケートは、受講する講習毎に記入してください。     

  【受 講 料】 

    受講料は、お振込みによる受付のみとなります。振込依頼人は受講申込者氏名とし、受講申

込者氏名の前に、受講決定通知に記載されている受講者番号の下３ケタを必ず明記のうえ、７

月１４日（金）までに、下記の銀行口座宛にお振込みください。振込手数料は各自のご負担と

なります。 

    また、複数の講習を受講される場合は、全講習分の受講料を一括して納入してください。 

    なお、お振込み控えは、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

    振込依頼人名義の記載方法 ⇒ 

 

 

（３）申込に関する注意事項 

 ＊本学の講習は、選択領域のみの開講で、１講習６時間となります。１日につき１講習の申込がで

きますので、３日間で計３講習まで申込み可能です。 

 ＊同一日に２講習を申し込むことはできません。 

 ＊一度受理した書類は、一切返還いたしません。 

 ＊一度納入された受講料は、原則として返還いたしません。 

 ＊本申込手続書類に同封の「受講証」には、顔写真（タテ４㎝×ヨコ３㎝。本申込書と同じ写真を

貼付してください。）を貼付し、受講当日に受付へ提示してください。 

 申込者氏名     振込依頼人 
 

 鶴見 花子  ⇒  901 ﾂﾙﾐ ﾊﾅｺ 

 
◎振込先銀行口座銀行口座 ： 横浜銀行 鶴見西口支店  

        普通預金 ０１５８５７４ 

口座名義 ： 学校法人 総持学園 執行理事 財務担当 塚田茂 

    （ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ｿｳｼﾞｶﾞｸｴﾝ ｼｯｺｳﾘｼﾞ ｻﾞｲﾑﾀﾝﾄｳ ﾂｶﾀﾞｼｹﾞﾙ） 
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７．受講の取り止め  

  仮申込・本申込のいずれに関わらず、申込後に受講を取り止める場合には、速やかに鶴見大学短

期大学部教学課までご連絡ください。 

なお、いったん入金された受講料は、原則として返還いたしませんが、講習開始日の前日から起

算して３日前（ただし土・日曜は除く）の、受講料返還申出締切期限までに受講の取り止めを申し

出た場合に限り、既納の受講料を返還いたしますので、短期大学部教学課にお申し出のうえ、所定

の手続きを行ってください。 
 

講習開始日 受講料返還申出締切期限 

平成 29 年 8 月 7 日（月） 平成 29 年 8 月 2 日（水）16 時まで 

平成 29 年 8 月 8 日（火） 平成 29 年 8 月 3 日（木）16 時まで 

平成 29 年 8 月 9 日（水） 平成 29 年 8 月 4 日（金）16 時まで 

 

８．受講当日について  

（１）受付 

  受付は、各講習の会場前において９時より行いますので、講習開始時刻５分前までに受付をお済

ませください。なお、受付の際には「受講証」を提示してください。 

（２）持参するもの 

  ① 受講証（本申込書と同じ写真を貼付） 

  ② 筆記用具 

  ③ お振込み控等の受講料の振込みを証明するもの（受付で提示する必要はありません。） 

  ④ 時計（時計のない教室があります。） 

  ⑤ その他、受講に必要なもの（メモ帳等） 

（３）受講上の注意事項 

  ＊履修認定には、定められた時間数の講習を受講し、かつ講習時間内に行われる履修認定試験に

合格することが必要です。 

  ＊遅刻・早退・欠席等は、いかなる理由においても認められませんので、ご注意ください。 

  ＊休憩時間については、担当講師の指示に従ってください。 

  ＊講習中に地震や火災等が発生した場合は、各自所持品をまとめ、放送や教職員の指示に従って

速やかに避難してください。（避難場所は總持寺大駐車場です。） 

（４）その他 

  ＊履修認定試験終了後に、受講者による事後評価を行っていただきます。 

  ＊講師の急病・事故等、やむを得ない事情により、予告なく担当講師あるいは講習内容を変更す

る場合があります。 

 

９．履修認定  

  免許状更新講習の履修認定にあたっては、履修認定試験を行い、後日履修認定結果を通知いたし

ます。 

（１）履修認定試験 

  ＊履修認定試験は、各講習の講習時間内に行います。 

  ＊所定の講習時間を充足しなければ、履修認定試験の受験が認められません。 

  ＊履修認定試験の方法は、担当講師より指示いたします。 

  ＊履修認定試験の受験に際しては、以下の事項に注意してください。 

   ・担当講師の指示に従い、私語は慎むこと。 

   ・受講証を机上に置くこと。受講証を忘れた場合には、短期大学部教学課で｢仮受講証｣の交付

を受け、机上に置くこと。 

・受講証、筆記用具及び許可されたテキスト以外は、鞄等にしまい、机上に出さないこと。 

・携帯電話、情報端末等は、電源を切り、鞄等にしまうこと。 
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   ・時計を持参すること。携帯電話、情報端末等は時計としての使用も認めない。 

   ・試験中に不正行為があった場合には、ただちに受験が停止され、不正等の取扱いとなる。 

（２）履修認定結果 

  履修認定結果は、講習終了後約２ヶ月程度（９月下旬を予定）で、受講者全員に文書にて通知い

たします。履修を認定された方へは、履修認定結果とともに「履修証明書」を簡易書留にて郵送い

たします。「履修証明書」の再発行等については、短期大学部教学課までお問い合わせください。 

  なお、更新講習の課程の修了後、期限までに各自で免許管理者に対する申請を行っていただく必

要があります。詳細は、文部科学省ＨＰにてご確認ください。 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/08101410.htm 
     
10．不正等の取扱い  

（１）受講中に不正（本人以外の者による受講、受講要件の虚偽申請、試験中の不正行為等）が明ら

かになった受講者については、事実が判明した時点で受講停止となり、履修認定をいたしませ

ん。 

（２）「履修証明書」交付後に不正が明らかになった場合には、履修認定を取り消すとともに「履修

証明書」を返還していただきます。 

（３）受講中または受講終了後に、いずれかの不正が明らかになり、かつその事実が判明した場合に

は、その旨を受講申込書の勤務先等の証明者に連絡することがあります。 
 

11．施設の利用  

（１）昼食場所は、本学記念館１階の大学食堂をご利用ください。講習会場が飲食可能な場合、講習

会場をご利用いただいても構いません。 

なお、講習期間中の大学食堂・売店は休業日です。昼食は各自でご用意ください。 

（２）本講習の受講者は、講習期間中に限り鶴見大学図書館が利用できます。利用される場合は、図

書館入り口ゲートに設置されている「チャイム」を押し、入館してください。入館後、メイン

カウンターで、受講証を提示のうえ利用してください。利用可能時間は、８時５０分～１８時

（予定）です。なお、利用は館内閲覧のみとし、貸出並びに資料の複写等はできません。 
 
12．その他  

  ＊本学構内でケガをしたり、急病になった場合には、短期大学部教学課又は担当講師にお申し出

ください。 

  ＊台風・地震等の自然災害や火災等のやむを得ない事情により、講習を中止又は変更する場合が

あります。その場合は、本学のホームページにてお知らせいたします。なお、講習が中止とな

り、かつ代替の講習を設けない場合は、既納の受講料を全額返還いたします。 

  ＊駐輪及び駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

  ＊各教室をはじめ、大学の施設内は全面禁煙となっております。喫煙は、５号館横にあります指

定の喫煙場所でお願いいたします。 

  ＊所持品は必ずお手元に置き、各自の責任において、盗難・紛失などに十分ご注意ください。 

万が一盗難・紛失に遭われた場合でも、本学では損害賠償の責任を負いかねます。 

  ＊手荷物の一時預りはできません。（ロッカー等の設備はありません。） 

  ＊担当講師や他の受講者の迷惑になるような行為、講習の進行を妨げるような行為を行った場合

は、本人の意思にかかわらず、受講をお断りすることがあります。それにより生じた損害につ

きましては、本学では一切その責任を負いかねます。 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
 

本学では、申込書等に記載していただいた氏名、連絡先その他の個人情報は、厳重に取り

扱い、本講習以外の目的に使用することはありません。 
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13．本学・講習会場案内図  

 

 

 

 

 

 
 

 ※本学ホームページにも案内図の掲載があります。 http://www.tsurumi-u.ac.jp/about/accessmap.html 

 

 
◇免許状更新講習についてのお問い合わせ◇ 

 

鶴見大学短期大学部教学課 
〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ 

TEL ０４５－５８０－８２１５・８２１６ 

FAX ０４５－５７２－８００９ 

◆お問い合わせ受付時間 平日：9:00 ～ 16:00 

               土曜：9:00 ～ 12:00（8月は休業） 

本学ホームページ URL http://www.tsurumi-u.ac.jp 

喫煙場所 

講習会場 … １号館２階・５階、４号館３階・４階 

       体育館３階 

短期大学部教学課 … １号館１階 

 

大学食堂 … 記念館１階 

アクセス 

京浜東北線鶴見駅西口下車徒歩5分 

京浜急行線京急鶴見駅下車徒歩7分 

 


