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２０１９（令和元）年度 教員免許状更新講習のお知らせ
― 受講生募集要項 ―
平素、本学の教育・研究の振興に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成１９年度６月に教育職員免許法が改正され、平成２１年度から教員免許更新制が
導入されました。
群馬医療福祉大学では、この趣旨に基づきまして、本年度も別紙実施要項により更新講習を
実施することになりました。
つきましては、２０２０（令和２）年３月３１日、２０２１（令和３）年３月３１日に終了
確認期限を迎える現職教員を対象として、２０１９（令和元）年度講習の受講者を募集します。
対象となるのは、当該終了確認期限において満３５歳、４５歳、５５歳（２０１９年３月３
１日で満３３歳、３４歳、４３歳、４４歳、５３歳、５４歳）である現職教員の皆さんです。
2019（平成 31）年 4 月 12 日
群馬医療福祉大学
教員免許状更新講習 担当係

教員免許状更新講習

２０１９（令和元）年度講習のお知らせ
群馬医療福祉大学

１ 講習の目的
2019（令和元）年度の更新講習を実施することにより、現職教員の資質向上に資する役割
を担います。また、受講者の事前調査をおこない、内容の充実した講習を目指します。
２ 講習の概要
（１） 募集定員 ８０人
（２） 講習会場 群馬医療福祉大学社会福祉学部
前橋市川曲町１９１－１：ＪＲ新前橋駅からバス１５分
関越自動車道高崎インターから５分
（３） 講習内容 合計３０時間
必修領域６時間、選択必修領域６時間、選択領域１８時間
（４）講習日程 ８月１９日（月）～８月２３日（金）
8/19（月）
必修講座

8/20（火）
選択必修講座

１講座

２講座

8/21（水）

8/22（木）

8/23（金）

選択講座

選択講座

選択講座

３講座

３講座

３講座

※ 開設内容については後掲の開設講座一覧をご覧下さい。
（５） 講習時間 午前９時２０分から午後５時００分
① オリエンテーション（9:20-9:30）
② 授業 ７５分×４（9:30-10:45、10:55-12:10、13:10-14:25、14:35-15:50）
③ 修了認定試験（16:00-16:50） アンケート（16:50-17:00）
（６） 受講料 １講座 6,000 円
（７） その他 駐車場は限りがありますので、乗り合いでお願いいたします。
※校舎内は上履き使用になっておりますのでご準備下さい。
３ 受講対象者
（１） 2020（令和 2）年 3 月 31 日、2021（令和 3）年 3 月 31 日に終了確認期限を迎える幼
稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教員・養護教員。
（２） 原則として３０時間（必修講座６時間、選択必修講座６時間、選択講座１８時間）の
受講が可能な方。
※必要に応じて部分的に受講することも可能（ただし、教室の収容力を越える場合は
お断りをさせていただくことがありますので、担当者まで確認をお願いします）
。

４ 応募手続き・諸注意
（１） 受講申込み
① 本学ホームページからダウンロードした「受講申込書」に必要事項を記入の上、所属
長の証明を受けてください。
② 角２（Ａ４が入る）サイズの封筒に必要書類等一式を入れ郵送で申し込んでください。
③ 《必要書類等一式》
a.受講申込書（写真貼り付け、所属長の証明を得たもの）
b. 92 円切手を貼り付けした返信用封筒（長形３号：120×235 ㎜）…３通
※（返信先住所・申込者氏名を記載したもの）
④ 確認のため、下記宛にメールで申し込み済み連絡をしてください。
menkyo-ks@shoken-gakuen.ac.jp

✉

〈件名〉
「教員免許状更新講習申し込み」
〈本文〉
「１．氏名、２．郵便番号、３．住所、４．連絡が付く電話番号、５．勤務先」
⑤ 宛先 〒３７１－０８２３

前橋市川曲町１９１－１

群馬医療福祉大学地域連携センター 教員免許状更新講習
（２） 応募期限

係

2019（平成 31）年４月１６日（火）～６月１４日（金）必着
ただし定員に達し次第、締め切らせていただきます。

（３） 応募上の諸注意
① 必修講座（１講座）の受講者の決定により、講習の受講者を決定します。その後、必
要に応じて選択必修講座（２講座）選択講座（各日３講座）の受講調整をおこないま
す。
② 「受講にあたっての課題意識等」にもぜひご記入の上ご返送下さい。
※担当講師が事前に参照し、講習内容に反映できるよう努めます。
（４）受講確認証、本人確認
受講者の決定後、受講通知と受講確認通知証を６月２９日（土）までに発送します。
※記入内容等に不備がある場合は、６月１５日（土）以降にメール等で連絡をいたしま
す。なお受講通知が７月５日（金）までに届かない方は連絡をお願いします。
※受講の際には、本人確認を受講確認通知証と身分証明書（運転免許証、パスポート、
職員証など）で行いますので、受講確認通知証は受講当日ご持参ください。

（５）受講料の納付
受講確認通知証が届いた受講者の方は、指定された期日までに確実に納付をお願いします。
振り込み用紙は受講確認通知証とともに送付いたします。
なお、指定された期日までの講習のキャンセルについては返金いたします。
※振り込み期限

２０１９（令和元）年７月１９日（金）

（６）問合せ先 〒３７１－０８２３ 前橋市川曲町１９１－１
群馬医療福祉大学 教員免許状更新講習 係
電話 ０２７－２５３－０２９４（ダイヤルイン）

５ 開設講座一覧 ※各講座の詳しい内容については、本学ホームページをご覧ください。
※講師は変更の可能性がありますので、ご了承ください。

【必修講座】
開設日

受講料：6,000 円（ﾃｷｽﾄ代は別途）

開設講座名

８月１９日（月） 最新の教育事情と学校現場の課題

定員

担当講師

８０人

時田

詠子（社会福祉学部教授）

小林

義信（教育支援センター長、社会福
祉学部講師）

【選択必修講座】
開設日

受講料：6,000 円（ﾃｷｽﾄ代は別途）

開設講座名

８月２０日（火） 「生徒指導の在り方」

－基本的

定員

担当講師

４０人

塚本

忠男（看護学部教授・学部長）

岡野

康幸（社会福祉学部講師）

西山

智春（看護学部教授）

丸井

淑美（看護学部教授）

生活習慣の確立について－

８月２０日（火） 「 子 ど も を 支 え る 医 療 と命 の 授
業」－小児医療と性の多様性－

４０人

【選択講座】
開設日

開設講座名

８月２１日（水） 教育相談と児童・生徒の

定員

担当講師

受講料

３０人

青木

美穂子（社会福祉学部講師）

6,000 円

大島

由之

真下

潔

田中

輝幸（社会福祉学部准教授）

現状と課題
８月２１日（水） 幼児・児童・生徒の理解

－社会

３０人

福祉の観点から－

８月２１日（水） 作業療法の視点から見た子ども

２０人

（社会福祉学部助教）
（社会福祉学部講師）

6,000 円

古田 常人（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部教授） 6,000 円
宮寺 亮輔（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部講師）

理解と支援のあり方について
－感覚統合とシーティング－
８月２２日（木） 福祉現場での体験学習

－福祉・

２０人

介護の基礎知識と施設体験－

白井

幸久（短期大学部教授）

矢嶋

栄司（短期大学部助教）

辻
８月２２日（木） 運動による障害予防

－理学療

３０人

小島

志帆 （短期大学部講師）
俊文（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部教授・学

法の観点から－

８月２３日（金） 思春期における危機と対策

８月２３日（金） 学校・家庭・地域社会との連携

３０人

３０人

３０人

－生涯学習・生涯スポー

ツの観点から

6,000 円

科長）

８月２２日（木） 幼児教育・保育の課題と展望

と課題

6,000 円

新谷

益巳（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部助教）

田中

輝幸（社会福祉学部准教授）

吉澤

幸

酒井

美子（看護学部教授）

山下

博子（看護学部講師）

櫻井

秀雄（社会福祉学部教授）

新木

惠一（社会福祉学部教授）

江原

京子

川端

奈津子（社会福祉学部助教）

6,000 円

（社会福祉学部助教）

6,000 円

6,000 円

－

８月２３日（金） 特別支援教育の視点による児童
生徒への適切な支援を考える
－教育・福祉の最近の動向－

２０人

（社会福祉学部教授）

6,000 円

