
鳴門教育大学
幼稚園教諭免許法認定講習

この講習は
文部科学省の「幼稚園教諭の人材確保・キャリアアップ

支援事業（幼稚園教諭免許法認定講習等の在り方に関する調査研究）」の
委託を受けて実施するものです。幼稚園教諭二種免許状をお持ちの先生を対象と

して、一種免許状を取得するための講習を開催します。また、本年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の一環として、講習の一部を、Web 配信を活用した通信教

育（オンライン）にて実施いたします。幼児教育の力量の向上、キャリアアッ
プをめざして、ぜひこの機会に受講を検討してください。

免許法認定講習認定申請中

受講料について
（1）受講料の額　１単位5,000円×受講科目数
   　（ただし、講習によっては、教材費その他の費用を負担いただくことがあります。）

（2）  納付方法
   　７月２日（金）頃に受講料請求のメールを送付します。７月12日（月）までに受講料を

納付してください。 
（3）受講者の確定
　　受講料の納付を確認した時点で確定します。納付期限を厳守してください。

（4）受講料の返還について
   　納付された受講料は、返還いたしません。ただし、以下の場合には、納付された受講

料を全額返還いたします。
❶ 本学の責めに帰すべき理由により講習を開講しない場合 
❷ 天災等により本学が講習の開設を中止した場合

お問い合わせ先
鳴門教育大学 教務部 学術情報推進課 免許更新係
TEL：088-687-6128　E-mail：koushin@naruto-u.ac.jp

新型コロナウイルス感染症への対応について
一部講習（対面講習）の実施に際し、以下の内容についてご協力をお願いいたします。

● 咳や発熱などの風邪症状がみられる場合は受講を見合わせてください。
● 受講にあたっては、マスクを着用し、咳エチケットの徹底、手指の消毒の励行など感染

症予防対策にご協力ください。
● 講習会場では、休憩時間中等に窓等を開放し自然換気を行う場合があります。そのため、

空調効果が損なわれることがありますので、ご注意ください。
● 対面講習の実施に際し、可能な限り受講者間の間隔を確保します。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。

　実施にあたり、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底の上実施しますが、感染拡大状
況により、やむを得ず開催を中止する可能性がありますので、ご承知おきください。
　また、中止となった場合、一部またはすべての単位認定ができない可能性があります。
中止とする場合は、本学ウェブページでの周知及び申請書に記載の連絡先までご連絡いた
します。



受講資格
　幼稚園教諭二種免許状をお持ちの方で、幼稚園教員として在職年数12年以上の方。（なお、
認定こども園の保育教諭としての在職年数も認められることがあります。詳しくは各都道府
県教育委員会にお問い合わせください。）
　在職年数が12年に満たない場合でも単位修得しておくことで、在職12年以上になった時
に一種免許状に上進することが可能です。

令和3年度開設講習 一覧

講習会場（対面講習のみ）
鳴門教育大学（徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地）
鳴門教育大学附属幼稚園（徳島県徳島市南前川町2丁目11番地の1）

受講料
１単位（１科目）5,000円。ただし、教材費その他の費用を負担いただくことがあります。

受講の決定
（1）受講の受付は先着順とします。
（2）受講者の確定は、受講料の納付を確認した時点で確定します。７月２日（金）頃に受

講料請求のメールを送付しますので、７月12日（月）までに受講料を納付してください。

（3）受講許可通知は、７月中旬に発送する予定ですが、７月26日（月）を過ぎても届かな
い場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

申込方法等
受講申込書は本学Webページからダウンロードしてください。

1 申込先
鳴門教育大学　教務部　学術情報推進課　免許更新係
〒772-8502　徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地

3 提出書類
①令和3年度  鳴門教育大学  幼稚園教諭免許法認定講習  受講申込書  1部
②返信用封筒（受講許可通知用）及び（単位修得証明書送付用）  2部
　長形３号封筒に宛名（住所・氏名）を明記し、94円切手を貼付したものを2部

提出してください。

2 提出期限
令和3年6月30日（水）　必着

講習当日のスケジュール
1日目 2日目

  8:30-  8:50
  8:50-  9:00
  9:00-10:30
10:40-12:10
13:10-14:40
14:50-16:20

  8:30-  8:50
  8:50-  9:00
  9:00-10:30
10:40-12:10
13:10-14:40
14:50-16:20
16:28-16:30
16:30-17:10
17:10-17:20

受付（出欠確認）
オリエンテーション

1限目
2限目
3限目
4限目

受付（出欠確認）
オリエンテーション

1限目
2限目
3限目
4限目

試験の説明・試験問題配布
試験

事後アンケート

※1日目は4限目で終了です。
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科目名 単位数 日程 担当講師 実施方法
（講習会場）

受講者
定　員

領域に関す
る専門的事
項に関する
科目

幼児と人間関係 1 12月11日（土）
12月12日（日）

浜崎隆司
（鳴門教育大学教授）

対面講習
（鳴門教育大学） 20人

幼児と環境 1
11月25日（木） 佐々木晃

（鳴門教育大学附属幼稚園園長）
対面講習

（鳴門教育大学附属幼稚園）
20人

11月28日（日） 塩路晶子
（鳴門教育大学准教授） オンライン講習

保育内容の
指導法に関
する科目

保育内容
（環境） 1

11月13日（土） 川端惠子
（徳島文理大学准教授）

対面講習
（鳴門教育大学）

20人

11月14日（日） 塩路晶子
（鳴門教育大学准教授） オンライン講習

保育内容
（言葉） 1 10月  9日（土）

10月10日（日）
田村隆宏

（鳴門教育大学教授） オンライン講習 30人

保育内容総論 1
8月26日（木） 佐々木晃

（鳴門教育大学附属幼稚園園長）
対面講習

（鳴門教育大学附属幼稚園）
20人

8月29日（日） 塩路晶子
（鳴門教育大学准教授） オンライン講習

教育の基礎
的理解に関
する科目

教育心理学
（発達心理を含む。） 1

11月20日（土） 原田美代子
（四国大学短期大学部講師） 対面講習

（鳴門教育大学） 20人

11月21日（日） 浜崎隆司
（鳴門教育大学教授）

教職論 1 9月25日（土）
9月26日（日）

湯地宏樹
（鳴門教育大学教授） オンライン講習 30人

幼児教育課程論 1 8月 5日（木）
8月 6日（金）

湯地宏樹
（鳴門教育大学教授） オンライン講習 30人

道徳、総合
的な学習の
時間等の指
導法及び生
徒指導、教
育相談等に
関する科目

教育相談論 1
10月30日（土） 小倉正義

（鳴門教育大学准教授）
オンライン講習 30人

10月31日（日） 木村直子
（鳴門教育大学准教授）

幼児理解と保育
実践の心理学 1 12月  4日（土）

12月  5日（日）
田村隆宏

（鳴門教育大学教授） オンライン講習 30人



令和3年度開設講習 概要
　「鳴門教育大学 幼稚園教諭免許法認定講習」では、現職の先生方向けに実践的で専門性の高い幼児教
育についての講習を実施します。

No. 開設科目名 科目の概要

1 幼児と人間関係

　幼稚園教育において育みたい資質・能力を理解し、保育内容（人間関係）
のねらい及び内容について背景となる専門領域（対人関係の心理学理論）
と関連させて理解を深めるとともに、幼児の発達に即して、主体的・対話
的で深い学びが実現する過程を踏まえて具体的な指導場面を想定して保育
を構想する方法を身に付けます。

2 幼児と環境
　本講習は、幼児を取り巻く自然環境や社会環境を取り上げます。それら
をふまえて、幼児の発達における環境にかかわる側面、幼児の環境へのか
かわり方などについて理解するとともに、さまざまな現代的課題について
も視野に入れて、専門的知識・技能を身に付けることを目標とします。

3 保育内容
（環境）

　幼児教育の基本及び領域「環境」のねらい・内容をふまえて、乳幼児が
育つ過程における「環境」に関わる側面について学ぶことを目的とします。
乳幼児は周囲の様々な環境にかかわることを通して、自らの生活や遊びを
広げ深めながら育ちます。そのため、保育者は幼児がより豊かな経験がで
きるように、また、主体的で対話的な学びや思考ができるように、園内外
の自然や身近なもの、社会的な出来事や行事・情報機器などを含めた「環
境」を工夫する必要があります。

4 保育内容
（言葉）

　乳幼児期の言葉の一般的な発達過程を養育・保育と関係づけて理解した
上で、幼稚園の指導の支えである幼稚園教育要領における「領域　言葉」
の内容についての理解を深め、それらを基盤として、様々な保育事例に触
れる中で、実際の保育実践場面における望ましい言葉の指導のあり方（環
境設定、児童文化、地域文化、子どもへの働きかけ）について具体的に考
えられる力を身につけます。

5 保育内容総論

　保育内容の歴史的変遷や、子どもの発達過程にもとづいた保育内容のあ
り方、幼稚園教育要領における「保育の目標」「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」と 5 領域について、保育内容をめぐ
る現代的課題などを取り上げます。保育内容について歴史的・現代的観点
から総合的に理解し、受講生の保育観の基礎を培い、それにもとづいた保
育を考える力を培うことをめざします。



令和3年度開設講習 概要
　「鳴門教育大学 幼稚園教諭免許法認定講習」では、現職の先生方向けに実践的で専門性の高い幼児教
育についての講習を実施します。

No. 開設科目名 科目の概要

6 教育心理学
（発達心理を含む。）

　幼児の心身の発達ならびに学習の過程について、基礎的な知識を身に付
け、それぞれの発達段階における心理的特性を踏まえた指導の基礎となる
考え方を理解します。教育における発達理解の意義を理解することを目指
して、心身の発達に関する概念と、言語発達・認知発達・社会性の発達に
関する具体的な内容についての考察を行います。

7 教職論

　本講習は、教育職員免許法施行規則で定められている「教職の意義及び
教員の役割・職務内容に関する科目」であり、今日の自らの教師像を明確
にして自己実現を図り、教職に対する情熱や使命感を高めることを目的と
しています。特に教職の職務内容についての認識を深め、教師に求められ
る資質について考察します。

8 幼児教育課程論

　幼稚園教育要領を基準として、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を踏まえ、教育課程の意義及び編成の方法、保育の質の向上を図っていく
ためのカリキュラム・マネジメントの意義について理解することを目的と
しています。また、幼児期にふさわしい生活の展開を目指す保育のあり方
を理解し、幼児の実態に即した教育課程の意義及び作成、評価の方法等に
ついて学びます。

9 教育相談論

　幼稚園教諭の行う教育相談の役割と特徴を理解し、教育相談の方法の基
礎にある理論を学ぶことを目的とします。そのため、幼児期の子どもとそ
の家庭に関する臨床的問題の実際、及び現代の教育現場における諸問題を
理解します。さらに、多様な保護者や、様々な困難を抱える子どもとのつ
ながり方・理解の仕方の原則を理解し、園内外の資源と連携しながら支援
するための知識と技能を習得するために、学んだカウンセリングの諸技法
等を活用した体験活動を行います。

10 幼児理解と保育
実践の心理学

　教員の実践力に不可欠である子どもの発達過程やそこで生じるつまずき
に関する理解を深め、それに基づいて幼児の発達に応じた望ましい保育の
あり方や環境設定のあり方を考え、具体的な水準で実践をイメージできる
ことを目的とします。具体的には、幼児の発達過程に関する知識を身に付
け、幼児理解を深めるための基礎的な態度や具体的な方法について理解す
ることを到達目標とします。



オンライン講習の受講方法及び受講環境について
　講習内容に応じて、学習支援システム（Moodle）やWeb会議システム（Zoom）、動画視
聴サイト（YouTube、Vimeo）などを使用して、講習を行います。それに伴い、受講を希
望される方は以下の受講環境を推奨いたします。

◎パソコン・タブレット
【OS】
　●Windows 端末（パソコン・タブレット端末）
　●Android 端末（タブレット端末）
　●Mac 端末、iOS 端末（パソコン・iPad）

【ブラウザ】
　Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari

◎Zoomや動画視聴をする際に必要な機器
　●内蔵のカメラまたは外付けのWeb カメラ
　●内蔵のマイクまたはマイク機能のある外付けのWeb カメラ、ヘッドセット
　●スピーカーまたはイヤホン、ヘッドホン

◎ネットワーク・通信環境
　有線または無線のインターネット回線が必要になります。（有線推奨、通信容量や通信速
度に制限のある契約プランでは利用状況により遅延等が発生する場合があります。）動画を
１日当たり６時間程度視聴しますので、スマートフォン（テザリング機能をWi-Fi 代わりに
使用する場合を含む。）を使用する場合は、大容量の定額プランなどを活用してください。
なお、通信費は自己負担となります。
　※Web会議システムZoom、動画視聴サイトVimeo については、鳴門教育大学ウェブペー

ジ（https://www.naruto-u.ac.jp/research/04/008.html）にて、テスト視聴がで
きますので、受講申し込み前に必ず受講環境を確認してください。

　※受講を希望される方で、パソコンやインターネットなどの受講環境が整わない方やオン
ラインでの受講に不安のある方につきましては、免許更新係まで受講申し込み前にご相
談ください。

休講について
　対面講習、オンラインを問わず、以下（１）～（３）の場合、また、不測の事態により配
信が困難と判断した場合は、講習の中止について、講習の前日に本学ウェブページ

（https://www.naruto-u.ac.jp/research/04/008.html）またはMoodle内に掲載します
ので、ご確認ください。

（1）徳島県北部「鳴門市」に気象警報「暴風警報と大雨警報」もしくは「暴風警報と洪水警報」
が発表された場合の講習休講については、次のとおりです。

　　❶ 気象警報が午前７時現在発表中の場合は、午前の講習を休講とする。
　　なお、午前11時現在においてもなお発表中の場合は、午後の講習も休講とする。
　　❷ 講習中に気象警報が発表された場合は、その時点で判断する。

（2）新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが不透明であることを踏まえ、本講習にお
きましては、３つの密（密閉・密集・密接）を避けて実施する予定ですが、今後、や
むを得ず、日程や会場、実施方法の変更、開講を中止とする可能性があることをご了
承ください。

（3）講師・会場の都合等により講習を中止にする場合があります。

受講に際して
（1）１日目・２日目ともに受付（出欠確認）を行います。対面講習を受講される際は、天候・交通

事情により渋滞する場合がありますので、遅刻をしないように余裕をもってお越しください。
（2）鳴門教育大学へはお車でお越しいただけます。駐車料金は無料です。（※ 駐車中の損害、

被害、トラブル等には、大学は一切責任を負いません。）
　　また、鳴門教育大学附属幼稚園には駐車場がありません。近隣のパーキングをご利用

いただくか、公共交通機関をご利用ください。
（3）服装は自由ですが、対面講習の会場内の空調管理には限りがありますので、体温調節

のしやすい服装でお越しください。水分補給の準備や、上着、膝掛け、座布団の持参
などは各自での対応をお願いします。

（4）受講中、携帯電話等は電源を切る、もしくはマナーモードに設定ください。
（5）昼食は、各自ご用意ください。大学の食堂・売店とも土曜日・日曜日・祝日は営業していません。

申込に際しての留意事項
（1）受講申込書は、記載事項に間違いのないように、また、記入漏れのないように確認し

てから提出してください。
（2）  受講申込書の写真は、申込み前３ヶ月以内に撮影した、縦４cm×横３cm、上半身、正面

向き、脱帽のものを用意し、裏面に氏名を記入の上、申込書に貼付してください。
（3）受講申込書の連絡先電話番号は、講習当日の朝に連絡できる電話番号を優先してください。
（4）受講申込書の連絡先Eメールは、ご自身で速やかに確認ができるメールアドレスを記入してくだ

さい。講習に係る連絡は、緊急時を除き、メールにて行いますので、定期的に確認をお願いします。
（5）受講申込書は原本を提出ください。FAX やＥメールでのお申込みは受付けておりません。
（6）受講申込書を持参される場合は、土曜・日曜・祝日を除く9：00～17：00 に鳴門教

育大学地域連携センター１階の免許更新係までお越しください。
（7）受講希望の方で、障がい等を有し、受講上特別な配慮を必要とされる方は、申込時に申し

出てください。可能な限りの支援をします。また、施設等の不備により、ご相談の内容によっ
ては、要望に添えない場合があることを予めご了承願います。オンライン講習についても、
ご相談の内容によっては、要望に添えない場合があることを予めご了承願います。

（8）勤務の都合などで受講辞退する場合は、速やかに免許更新係へ、連絡してください。
（9）受講申込みにあたり、本学が取得した個人情報は、他の目的で使用しません。

単位の認定及び出欠について
（1）すべての講習は２日にわたって開催されます。どちらか１日を欠席した場合は、単位

認定の対象とはなりません。講習には対面講習、対面講習とオンライン講習の組み合
わせ、オンライン講習の３つの形式があります。

（2）  特別の事情により早退等する場合には、所定の用紙により事務担当者に連絡してください。
（3）科目ごとに「出席時間数（５分の４以上出席）」及び「試験等」により合否を判定し、

合格者には単位修得証明書を送付します。（令和４年１月下旬送付予定）
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鳴門教育大学
幼稚園教諭免許法認定講習

この講習は
文部科学省の「幼稚園教諭の人材確保・キャリアアップ

支援事業（幼稚園教諭免許法認定講習等の在り方に関する調査研究）」の
委託を受けて実施するものです。幼稚園教諭二種免許状をお持ちの先生を対象と

して、一種免許状を取得するための講習を開催します。また、本年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の一環として、講習の一部を、Web 配信を活用した通信教

育（オンライン）にて実施いたします。幼児教育の力量の向上、キャリアアッ
プをめざして、ぜひこの機会に受講を検討してください。

免許法認定講習認定申請中

受講料について
（1）受講料の額　１単位5,000円×受講科目数
   　（ただし、講習によっては、教材費その他の費用を負担いただくことがあります。）

（2）  納付方法
   　７月２日（金）頃に受講料請求のメールを送付します。７月12日（月）までに受講料を

納付してください。 
（3）受講者の確定
　　受講料の納付を確認した時点で確定します。納付期限を厳守してください。

（4）受講料の返還について
   　納付された受講料は、返還いたしません。ただし、以下の場合には、納付された受講

料を全額返還いたします。
❶ 本学の責めに帰すべき理由により講習を開講しない場合 
❷ 天災等により本学が講習の開設を中止した場合

お問い合わせ先
鳴門教育大学 教務部 学術情報推進課 免許更新係
TEL：088-687-6128　E-mail：koushin@naruto-u.ac.jp

新型コロナウイルス感染症への対応について
一部講習（対面講習）の実施に際し、以下の内容についてご協力をお願いいたします。

● 咳や発熱などの風邪症状がみられる場合は受講を見合わせてください。
● 受講にあたっては、マスクを着用し、咳エチケットの徹底、手指の消毒の励行など感染

症予防対策にご協力ください。
● 講習会場では、休憩時間中等に窓等を開放し自然換気を行う場合があります。そのため、

空調効果が損なわれることがありますので、ご注意ください。
● 対面講習の実施に際し、可能な限り受講者間の間隔を確保します。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。

　実施にあたり、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底の上実施しますが、感染拡大状
況により、やむを得ず開催を中止する可能性がありますので、ご承知おきください。
　また、中止となった場合、一部またはすべての単位認定ができない可能性があります。
中止とする場合は、本学ウェブページでの周知及び申請書に記載の連絡先までご連絡いた
します。


