
教員免許状更新講習について 

 

 平成 21年 4月より教員免許状更新制が実施されております。教員免許状保持者には修了確認期限が設定さ

れ、各自の修了確認期限までに 30時間以上(必修領域 12時間以上・選択領域 18時間以上)の免許状更新講習

を受講、修了し、更新手続を行う義務が課されます 

沖縄キリスト教学院大学および沖縄キリスト教短期大学では、2016（平成 28）年度においても教員免許更

新講習開設校として文部科学省より認定を受けました。 

 

【「教員免許更新制」について文部科学省サイト】 

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

 

受講対象者 

2016（平成 28）年度の免許状更新講習の受講対象者は、更新講習修了確認期限が 2017（平成 29）年・2018

（平成 30）年 3月 31日の方々となります。 

詳しくはこちらでチェック： 

【文部科学省サイト】 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm 

 

受講者募集期間 

2016年 6月 16日（木）～6月 30日（木） 

※定員に達し次第、募集を締め切らせて頂きます。 

 

講習時間 

9:00 ～ 16:40 （予定） 

 

講習科目一覧 

本学で予定されている教員免許状更新講習は以下のとおりです。 

講義概要について 

1 必修領域 

講習名 担当講師 開講日 
台風が来た場合等

の予備日 
受講定員 時間数 受講料 

教育の最新事情 
藤原 幸男 

大城 りえ 
8月 12日（金） 8月 26日（金） 定員に達しました 7,000円 

 

2 選択必修領域 

講習名 担当講師 開講日 
台風が来た場合等

の予備日 
受講定員 時間数 受講料 

学校をめぐる状況変化と 

学習指導要領等の動向 

喜舎場 勤 子 

赤 嶺 優 子 
8月 13日（土） 8月 27日（土） 定員に達しました 7,000円 

学校、家庭並びに地域の 

連携及び協働 

崎 原 永 輝 

並 里 しげみ 
8月 13日（土） 8月 27日（土） 定員に達しました 7,000円 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm


3 選択領域  

沖縄キリスト教学院大学 

講習名 担当講師 開講日 
台風が来た場合等

の予備日 

受講

定員 
受講対象者 時間数 受講料 

同時通訳トレーニングの実際 

David Ulvog 

城 間 仙 子 

柳 田 正 豪 

8月 6日（土）

～ 

8月 13日（土） 

 10名 

小・中・高英

語担当教諭

関係者 

48時間 55,000円 

英文ライティングセミナー Daniel Broudy 

8月 8日（月）

～ 

8月 9日（火） 

8月 22日（月）～ 

8月 23日（火） 
10名 

高等学校 

英語教諭 
12時間 14,000円 

 

沖縄キリスト教短期大学 

講習名 担当講師 開講日 
台風が来た場合等

の予備日 

受講

定員 
受講対象者 時間数 受講料 

虹と万華鏡 内 間 清 晴 8月 9日（火） 8月 30日（火） 定員に達しました 9,000円 

「わらべうた・朗読劇・ビブ

リオプレゼン」を活用した体

系的な言語教育 

★注 1 

上 原 明 子 8月 9日（火） 8月 30日（火） 定員に達しました 7,000円 

自然とふれ合う生活教育

―乳幼児・少年期を中心に 

川 西 康 裕 

照 屋 建 太 
8月 10日（水） 8月 24日（水） 定員に達しました 7,000円 

表現教育における展開の

工夫と指導法 

★注 2 

大 山 伸 子 

佐久本 邦 華 
8月 11日（木） 8月 25日（木） 定員に達しました 7,000円 

★注 1：（申込者への連絡事項） 

1 ビブリオプレゼンで紹介する絵本か新書を１冊持参すること  

2 動きやすい服装で参加してください 

 

★注 2：（申込者への連絡事項） 

音   楽：動きやすい室内シューズ、軽装でご参加ください。 

図画工作：エプロンをご持参ください。 

 

※台風等により休講となった場合は、予備日で講習を行いますので、予備日も勘案の上お申し込みください。 

 

  



申込手続について 

６月１６日（木）より申請受付を開始いたします。 

  

 

お問合せ先： 

沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学 教学支援部教務課 

〒903-0207 沖縄県中頭郡西原町字翁長 777番地 

   TEL ： 098-946-1235 

   E-mail：kyomu@ocjc.ac.jp 

お問い合わせは平日（月～金）の午前９時～午後５時までとなっております。 

 

 



教員免許状更新講習申込手順について 

 

 

以下の手順でお申込みください。 

 

１． 受講申込書・事前アンケート・受講票  をWebよりダウンロード 

  受講申込書・事前アンケート・受講票.xls 

 

２． 受講申込書  の記入 

1）申込書見本を参考に必要事項をご記入ください。 

2）「顔写真の貼付」および「証明者記入欄の記入への押印」は印刷後となりますので 

空白のままで結構です。 

  3）申込書のアドレス欄に携帯アドレスを記入される方は、パソコンからのメールが受信できるよう設定 

をお願いします。（今後連絡事項がある場合は全てメールにてお送りします） 

 

３． 事前アンケート  の回答 

  1）アンケートは受講科目毎にご記入ください。 

 

４． 受講申込書・事前アンケート  の送信 

1）下記 E-Mail アドレスにデータを添付し送信して下さい。 

e-mail：kyomu@ocjc.ac.jp 

2）メールの件名を「【教員免許更新講習申込】（氏名）」としてください。 

      例：【教員免許更新講習申込】西原みどり 

3）メールが届いた方にはこちらから案内メールをお送りします。 

連絡が来ない方はお問い合わせください。 

 

５． 受講申込書の印刷及び郵送  

1）受講申込書を印刷し顔写真の貼り付け、校長等より受講対象者であることの証明をお受けになり、 

郵送してください。 

2）受講申込書提出期限：2016 年 6 月 30 日（木）消印有効 

 

６． 受講料支払  

7 月 7 日（木）より銀行振込にて受付いたします。 

  1）支払期間：7月 7 日（木）～7 月 22 日（金） 

2）銀行備え付けの振込用紙またはＡＴＭをご利用ください。 

    振込先：琉球銀行 坂田支店 普通 194652 オキナワキリストキョウガクイン 

    振込依頼人氏名：受講者氏名を入力下さい。 例）ニシハラミドリ 

 

７． 受講票印刷  

1）受講票に写真を貼付し、受講日当日に、ご持参下さい。 

 

mailto:kyomu@ocjc.ac.jp
http://www.ocjc.ac.jp/wp-content/uploads/2016/06/2016_mousikomisyo.xls


８.注意事項 

※一度お振込みいただきました受講料は返金致しかねますので、ご了承の上お申し込みください。 

※キャンセル希望の方は、必ず本学へご連絡ください。 

※講習の時期は夏期休暇中につき、学内食堂・売店の利用ができません。 

また本学近隣のコンビニエンス・ストアまでは距離がありますので、恐れ入りますが各自で 

昼食等ご用意ください。 

 

 

以上、ご不明な点などございましたら、教学支援部教務課までご連絡ください。 

電話：098-946-1235（直通） 



2016年度 講習科目概要一覧 
 

１．必修領域 

講習名 講習概要 

教育の最新事情 

教員に求められる「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」に関する最新の知識・技能を修得し、具体的な実践事例を

検討することで、今日的教育課題についての理解を深める。 

 

 

 

２．選択必修領域 

講習名 講習概要 

学校をめぐる状況変化と

学習指導要領等の動向 

前半は、就学前教育の立場から世界の教育改革について、その社会的背景や経緯等を 

解説します。また、わが国の現状についても学び、今後の社会変動を見通した教育の在り

方を考えます。後半は、次期学習指導要領改訂に向けた文部科学省の方向性について、 

資質・能力の育成に向けたカリキュラム・マネージメントやアクティブ・ラーニングの導入に 

ついて検討します。 

 

学校、家庭並びに地域の

連携及び協働 

「学校、家庭並びに地域の連携及び協働」に関して、小学校及び幼稚園での具体的な実践

事例を検討することで、学校・教員に求められている役割、連携や協働の意義、その方法に

ついての理解を深める。 

 

 

 

３．選択領域 

沖縄キリスト教学院大学 

講習名 講習概要 

同時通訳トレーニングの

実際 

同時通訳の技法と訓練を用い、教員個人の日・英両語の運用能力向上を図るとともに、 

英語教育指導法としての①シャドウイングと②サイト・トランスレーションの活用を紹介する。

①では、能動的なリスニング能力の向上と英語のリズムやイントネーションの獲得が、②で

は、英語を頭から語順に沿って理解・訳をすることで英語構造を理解する能力や内容を 

速解する能力の向上が期待される。 

 

英文ライティングセミナー 

高等学校の英語教諭を対象に英文ライティング技術向上のため、特に３つの技術（「物語ふ

うに書く」「分かりやすく説明する」「相手を納得させる」）を集中的に指導する。 

様々なライティングを奨励する独自の方法を身につけ、教育現場においてその技術と教材

を活用することが出来る。高等学校のライティングの指導において活用していける技能を 

修得することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



沖縄キリスト教短期大学 

講習名 講習概要 

虹と万華鏡 

光と雨滴が関係して起きる自然現象に虹がある。本講習では、身近な自然現象である虹の

仕組み（原理）を通して光についての理解を深める。さらに、物づくり（多面体万華鏡）を通し

て、光についての理解を深める。 

 

「わらべうた・朗読劇・ビ

ブリオプレゼン」を活用し

た体系的な言語教育 

昨今、教育現場における言語教育については、学校教育法や学習指導要領をはじめとして、

その重要性が指摘されています。本講習は、わらべうたや朗読劇、ビブリオプレゼン等を活用

しながら、体系的な言語教育について体験的に学ぶことを目的とします。 

 

（申込者への連絡事項） 

1 ビブリオプレゼンで紹介する絵本か新書を１冊持参すること  

2 動きやすい服装で参加してください 

自然とふれ合う生活教

育―乳幼児・少年期を中

心に 

乳幼児期における子どもたちの生活に自然があることは、大切なことだと考える。 

そこで、好奇心・探究心をはぐくむ魅力的な環境について、その意義と方策について考える。 

また、少年期の子どもたちにとって、生活の中で自然とふれ合う意義を考える。その手がかり

として北海道と沖縄県の児童自立支援施設の実践と将来構想等にまなぶ。 

 

表現教育における展開

の工夫と指導法 

教員免許更新講習における本講座では、幼稚園および小学校の教諭を対象に、音楽と図画

工作を中心とした「表現教育」の具体的な展開の工夫と指導法を学ぶ。 

音楽においては、「リトミック教育法」を学び、図画工作においては、環境を取り入れた「子ども

の表現」について考える。 

 

（申込者への連絡事項） 

音   楽：動きやすい室内シューズ、軽装でご参加ください。 

図画工作：エプロンをご持参ください。 

 

 



〔受講者本人記入欄〕
ふりがな 性　別

ローマ字 （姓, 名）

生年月日

ふりがな

（住所）　〒

（E-mail）

○ 所持する免許状について記入して下さい。　※記入の方法は｢所持する免許状の欄の書き方について｣を参照ください。

※所持する免許状が上記以外にある場合、それらの免許状について、別紙に記入し添付してください。

○ 受講希望講習について記入してください。　※「免許状更新講習規則の一部改正に伴う確認事項について」もご参照ください。

選択講習①

選択講習②

選択講習③

○ 障がいを有している方で、希望する配慮・支援内容について記入してください。

教科・特別支援教育領域等
※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は、免許状の授与年月日を記載願

います。

8月9日（火）

免許状の種類

幼稚園教諭二種免許状

修了確認期限・有効期間の満了の年月日 平成29年3月31日

教科指導、生徒指導その
他教育の充実に関する事
項

区　　分

8月13日（土）

裏面〔証明者記入欄〕に続きます。　

　裏面の証明者記入欄を校長等より受講対象者であることの証明を受けてください。

選択必修領域講習

必修領域講習 教育の最新事情 8月12日（金）

 希望する配慮・支援内容

 障がいの種類・程度・症状等

虹と万華鏡

学院長　キリ学　花　子

①幼稚園・小学校・中学校・義
務教育学校・高等学校・中等教
育学校・特別支援学校・幼保連
携型認定こども園に勤務してい
る教育職員・教育の職にある者

(任命・雇用していた任命権者・学校法人・国立大学法人等の元勤務先）

②教員採用内定者／教員とし
て任命又は雇用される(見込み
のある)者

受講対象者
の区分

③教員勤務経験者

⑤その他

講 習 の 名 称

学校をめぐる状況変化と学習指導要領等の動向

開　設　日

(任命・雇用する(見込みのある)任命権者・学校法人・国立大学法人等勤務先）

（勤務先）

校長（園長）

学校法人キリ学院

（職名）

※①～⑤の
中から該当
する区分に
記入してく
ださい。

（勤務先）④認定こども園及び認可保育所の保育士／幼稚園と同一の設置者
が
設置する認可外保育施設に勤務する保育士

平成28年度　沖縄キリスト教短期大学・沖縄キリスト教学院大学　免許状更新講習受講申込書

キリ短幼稚園 校長（園長）

（職名）

098-946-×××× （携帯番号）

  kyomu＠＊＊＊＊

にしはら　みどり

氏　名

（自宅） 090-8888-××××

（勤務校(園)

連絡先

見　本

生

Nishihara, Midori

沖縄県中頭郡西原町字翁長７７７

903-0207

西　原　みどり

昭和56年4月2日

女
㊞

おきなわけんなかがみぐんにしはらちょうあざおなが

  
 
 

（顔写真） 
  

縦36～40 
横24～30mm 

プルダウンメニューから
選択ください。

半角入力
例）2014/3/31

プルダウンメニューか
ら選択ください。

プルダウンメニューか
ら選択ください。

郵便番号には、必ず
ハイフンをいれるこ
と

半角入力
例)1978/6/15

プルダウンメニューか
ら選択ください。

ローマ字読みを入力
例）大城優子(姓,名)
Oshiro, Yuko

押印を忘れずに



（受講者）

ふりがな

該当
区分

平成 年 月 日

証明者名
（氏　　　　　名）

生年月
日

昭和　　年　　月　　日
氏　名

表面記載の受講者が受講対象者として該当している区分に「○」を付けてください。

〔証明者記入欄〕※ 校長等により受講対象者であることの証明を受けてください。証明の方法は「受講対象者

の

　　　　　　　　　　　　　 証明方法について」を参照ください。（証明書類の添付でも可）

 上記記載の者は上図該当区分のとおり、教育職員免許法第９条の３第３項又は免許状更新講習規則第９条
に　　　　　　  規定する受講対象者であることを証明する。

 (機関名・役職名）

教員採用内定
者・教員採用
内定者に準ず

る者

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②）

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①）

認定こども園及び認可保育所の保育士（免許状更新講習規則第９条Ⅱ
②）

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保
育士（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②）

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等
（免許状更新講習規則第９条Ⅱ③）

〔証明者記入様式〕

公 印

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿舎指導
員、学校栄養職員、養護職員（免許状更新講習規則第９条Ⅰ
①）

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又
は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事し
ている者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ②）

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許
管理者が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③）

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ
④）

受講対象者の区分

教育職員・
教育の職

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養
護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教
諭、助保育教諭、講師）（免許法第９条の３Ⅲ①）



 

（参考） 
 
○所持する免許状の欄の書き方について〔受講者本人記入欄〕 
 

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等  

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は、免許状の授与年月日を記載願います。 

幼稚園教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

小学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

（特別のみ） 

国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 

中学校教諭（普通・特別） 

専修・一種・二種免許状 

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語（英

語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

高等学校教諭（普通・特別） 

専修・一種免許状 

国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭

実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習

、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語）、宗教 

（一種のみ） 

柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務 

特別支援学校教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 

特別支援学校自立教科教諭

（普通・特別） 

一種・二種免許状 

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服） 

特別支援学校自立活動教諭

（普通・特別） 

一種免許状 

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育 

養護教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
 

栄養教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
授与年月日 平成●●年●月●日 

 

 

○免許状更新講習規則の一部改正に伴う確認事項について〔受講者本人確認用〕 

 

□ 改正前（平成２８年３月まで、以下同じ）の必修領域講習（１２時間）の履修認定を受けた者は、改正

後（平成２８年４月から、以下同じ）の必修領域講習（６時間）及び選択必修領域講習（６時間）をあら

ためて受講する必要はありません。（ただし、所定の期間内の履修認定に限る。）（※注） 

 

□ 改正前の選択領域講習の履修認定を受けた者は、改正後の選択領域講習のうち、同時間に限り、あらた

めて受講する必要はありません。（ただし、所定の期間内の履修認定に限る。）（※注） 

 

□ 必修領域講習は、免許状の更新手続において、必修領域講習としてのみ使用できます 

  選択必修領域講習は、免許状更新手続において、選択必修領域講習としてのみ使用できます 

  選択領域講習は、免許状更新手続において、選択領域講習としてのみ使用できます 

   （いずれも、他の領域への振替えはできません）。 

 

（※注）免許状更新講習規則の一部を改正する省令附則第２項及び第３項に基づき、 

○改正前の必修領域講習（１２時間）の履修認定を受けた者については、改正後の必修領域講習（６時間）と選択必修領域講習（６時間）

の履修認定を受けた者とみなします。 

○改正前の選択領域講習（６～１８時間）の履修認定を受けた者については、改正後の選択領域講習（６～１８時間）の履修認定を受け

た者とみなします。 

 

 

 

 



 

○受講対象者の証明方法について〔証明者記入様式〕 
 

受講対象者の区分 証明の方法 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭、助保育教諭、講師） 

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿

舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

公立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤務

する学校栄養職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関

する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者（免許状更新講習規則

第９条Ⅰ②） 

任命権者の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める

者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
任命権者又は雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④） その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） 任用又は雇用していた者の証明 

認定こども園及び認可保育所の保育士（※注） 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等）（免許状更新

講習規則第９条Ⅱ③） 
任用又は雇用する可能性がある者の証明 

（※注）免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成２５年文部科学省令第２３号）の施行（平成２５年８月８日）により、認可保育

所に勤務する保育士は、設置者が幼稚園を設置しているかどうかにかかわらず、受講対象者となった。 

 
 



 
（別紙） 
 
 
 
 

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等 

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は、免許状の授与年月日を記載願います。 
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