
安田女子大学・安田女子短期大学 
2021 年度免許状更新講習受講者募集 

 

 

 

本学では、幼稚園教員コース、小学校教員コース、中学校・高等学校（「国語」、「書道」、「外国語（英語）」、「家庭」）教員
コース、栄養教諭コース、養護教諭コースを設けています。それぞれのコースごとに、必修講座（6時間）、選択必修講座（6
時間）及び選択講座（18時間）、合計30時間の受講が可能です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧免許状所持者については「修了確認期限」を、新免許状所持者につい

ては「有効期間の満了日」を確認してください。詳細は文部科学省の 

ウェブサイトでご確認ください。 

【文部科学省ウェブサイト：教員免許更新制の概要】 

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

【文部科学省ウェブサイト：教員免許状の有効期間確認（更新時期確認の参考ツール）】 

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

1コース（30時間） 30,000円 

【1講座（6時間）につき6,000円）】 
 

2年間で30時間の受講が必要です。 

 

  必修領域      6時間 

  選択必修領域    6時間 

  選択領域     18時間（6時間×3講習） 

 

※選択領域について 

旧免許状所持者は「対象職種（教諭・栄養教諭・養護教諭）」、新免許

状所持者は、「所有する教員免許状の種類」に応じた講習を受講する必

要があります。詳細は、文部科学省ウェブサイトでご確認ください。 

【文部科学省ウェブサイト：【3】免許状更新講習の受講について】  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315296.htm
 

【必修講座】  8月3日（火） 

【選択必修講座】8月4日（水） 

【選択講座】  8月5日（木）・18日（水）・19日（木） 

【予備日】   8月28日（土） 

 

必修講座・選択必修講座・選択講座合わせて計 30 時間の受講となり

ます。原則として、各コースとも 30 時間 1 セットとして受講してい

ただきます。 

①各自で「受講対象者」であるか確認してください。 

【文部科学省ウェブサイト：4.免許状更新講習の受講対象者】  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm  

 

②希望する受講コースおよび講習を決定し、本学ホームページ 

内の専用フォームへの入力により申込を行ってください。 

https://www.yasuda-u.ac.jp/company/kyomenkoshin/2021.html 

 

 

 

 

 

 

 

【本学ホームページ】 

※この時点では正式な受講申込ではありませんのでご注意ください。 

 

③受講決定者には、5月中旬頃に本学からの「受講申込書」等 

一式が届きます。  

※希望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。その 

場合、2020年度に受講予定者であった方を優先いたします。(抽選に 

漏れた場合は5月中旬頃にその旨を通知します。) 

 

④受講申込書を提出し、受講料を納入します。 

 

⑤免許状更新講習を受講します。 

 

⑥修了認定（履修認定）者へ修了証明書（履修証明書）が発行 

されます。 

 

⑦各自で免許管理者（県教委等）に更新講習修了確認もしくは 

有効期間の更新のための申請を行います。 

 

⑧免許管理者より更新講習修了確認証明書もしくは有効期間 

更新証明書が発行されます。 

募集期間：2021年3月29日（月）10時～ 4月14日（水）17時 

■受講料 

■講習期間 

■更新に必要な講習時間数 

■受講対象者 ■おもな受講の流れ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315296.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm
https://www.yasuda-u.ac.jp/company/kyomenkoshin/2021.html


 

掲載内容については、変更になる可能性があります。また、教諭の職にある方は、対象職種が「教諭」を含む講習を、栄養教諭の職にあ

る方は、対象職種が「栄養教諭」を含む講習を、養護教諭の職にある方は、対象職種が「養護教諭」を含む講習を受講してください。 

【必修領域】 

開催日 曜日 コース 講習名 対象職種 定員 

8月 3日 火 

幼稚園教員コース 幼児教育の最新事情 教諭 120 

小学校教員コース 初等教育の最新事情 教諭・栄養教諭・養護教諭 135 

中学校・高等学校教員コース 中等教育の最新事情 教諭・栄養教諭・養護教諭 135 

【選択必修領域】 

開催日 曜日 コース 講習名 対象職種 学校種等 定員 

8月 4日 水 

幼稚園教員コース 
幼稚園を巡る近年の状況変化 教諭 幼稚園教諭 60 

教育相談 教諭 幼稚園教諭 60 

小学校教員コース 

小学校を巡る近年の状況変化 教諭・栄養教諭・養護教諭 小学校教諭 60 

小学校英語 教諭・栄養教諭・養護教諭 小学校教諭 50 

教育の情報化及び情報教育 

 ※Windoｗs10 ﾉｰﾄ PC必須 
教諭・栄養教諭・養護教諭 小・中・高教諭 

25 

中学校・高等学校教員

コース 

25 

中学校･高等学校を巡る近年の状況変化 教諭・栄養教諭・養護教諭 中・高教諭 60 

思春期の心理的諸問題の理解と指導 

（いじめ・不登校への対応を含む） 
教諭・栄養教諭・養護教諭 中・高教諭 50 

【選択領域】 
コース・教科等 開催日 曜日 講習名 対象職種 主な受講対象者等 定員 

幼稚園教員 

コース 

8月 5日（木）または 8月 18日（水） 幼稚園における教育的活動の理論と実践 教諭 幼稚園教諭 120 

8 月 18 日（水）または 8 月 19 日（木）  保育者の専門性を高める理論と実践 教諭 幼稚園教諭 120 

8月 5日（木）または 8月 19日（木） 豊かな保育実践へのエクササイズ 教諭 幼稚園教諭 120 

小学校教員 

コース 

8月 5日 木 小学校におけるこれからの教科教育の在り方Ⅰ 教諭 小学校教諭 110 

8月 18日 水 小学校におけるこれからの教科教育の在り方Ⅱ 教諭 小学校教諭 110 

8月 19日 木 小学校におけるこれからの教科教育の在り方Ⅲ 教諭 小学校教諭 110 

中
学
校
・高
等
学
校
教
員
コ
ー
ス 

国語 

8月 5日 木 中高等学校におけるこれからの古典学習指導 教諭 中・高（国語）教諭 45 

8月 18日 水 中高等学校におけるこれからの国語科学習指導 教諭 中・高（国語）教諭 45 

8月 19日 木 中高等学校におけるこれからの現代文学習指導 教諭 中・高（国語）教諭 45 

書道 

8月 5日 木 書写書道に求められる授業改善 教諭 中（国）・高（書）教諭 10 

8月 18日 水 書の教育史 教諭 中（国）・高（書）教諭 10 

8月 19日 木 中国書道史の諸問題 教諭 中（国）・高（書）教諭 10 

英語 

8月 5日 木 教室でもっと英語を使うために 教諭 中・高（英語）教諭 45 

8月 18日 水 英語教育の理論と実践 教諭 中・高（英語）教諭 45 

8月 19日 木 英米文学と英語教育 教諭 中・高（英語）教諭 45 

家庭 

8月 5日 木 家庭科教育内容に関する研究情報〔衣〕 教諭 中・高（家庭）教諭 10 

8月 18日 水 家庭科教育内容に関する研究情報〔食〕 教諭 中・高（家庭）教諭 10 

8月 19日 木 家庭科教育内容に関する研究情報〔住〕 教諭 中・高（家庭）教諭 10 

栄養教諭 

コース 

8月 5日 木 子どもの食と健康講座 教諭・栄養教諭 栄・幼・小・中・高教諭 10 

8月 18日 水 食べ物と健康に関する話題 教諭・栄養教諭 栄・幼・小・中・高教諭 10 

8月 19日 木 子どもたちを取り巻く食に関する問題 教諭・栄養教諭 栄・幼・小・中・高教諭 10 

養護教諭 

コース 

8月 5日 木 学校における健康教育の課題 教諭・養護教諭 養護・小・中・高・特支教諭 40 

8月 18日 水 小児医療の現在と学校に求められる支援 教諭・養護教諭 養護・小・中・高・特支教諭 40 

8月 19日 木 教職員連携における養護教諭の役割 養護教諭 養護教諭 40 

*主な受講対象者…講習内容に照らし、想定される対象の学校種、教科を示しています。受講を制限するためのものではありませんので、  対

象以外の校種・教科の方も受講することは可能ですが、あくまでも示している対象向けの講習内容であることをご理解のうえお申し込みく

ださい。 

*栄養教諭の方は対象職種「栄養教諭」、養護教諭の方は対象職種「養護教諭」を含む講習を選択してください。 

 

 

■会場・お問い合わせ先 

会場：安田女子大学・安田女子短期大学 広島市安佐南区安東6丁目13-1 

お問い合わせ先：安田女子大学・安田女子短期大学 教務課 

電話：082-878-8178（平日9:00～17:00）  E-mail：kyomenkoshin@yasuda-u.ac.jp  

 

 検索 安田女子大学 更新講習 

■講習一覧 

詳細は本学公式ホームページをご覧ください。 


