
  

令和３年度免許状更新講習【選択領域講習】 

実施案内（９月改訂版） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当初の予定を「変更」して実施します。 

（変更箇所は赤字で示しておりますのでご確認ください。） 

 ≪福井県私立幼稚園・認定こども園協会≫ 

１．受講対象教諭  

〇旧免許状所持者（令和 4年 3月 31日に修了確認期限を迎える方） 

生年月日 
免許状更新講習の受講期間、 

  及び更新講習修了確認申請期間（※1） 

昭和 31年 4月 2日 ～ 昭和 32年 4月 1日 

昭和 41年 4月 2日 ～ 昭和 42年 4月 1日 

昭和 51年 4月 2日 ～ 昭和 52年 4月 1日 

令和 2年 2月 1日 ～ 令和 4年 1月 31日（※2） 

〇旧免許状所持者（令和 5年 3月 31日に修了確認期限を迎える方） 

生年月日 
免許状更新講習の受講期間、 

  及び更新講習修了確認申請期間（※1） 

昭和 32年 4月 2日 ～ 昭和 33年 4月 1日 

昭和 42年 4月 2日 ～ 昭和 43年 4月 1日 

昭和 52年 4月 2日 ～ 昭和 53年 4月 1日 

令和 3年 2月 1日 ～ 令和 5年 1月 31日（※2） 

〇新免許状所持者（有効期間満了日が①令和 4年 3月 31日・②令和 5年 3月 31日の方） 

 

免許状更新講習の受講期間、 

  及び更新講習修了確認申請期間（※1） 

①令和 2年 2月 1日 ～ 令和 4年 1月 31日（※2） 

②令和 3年 2月 1日 ～ 令和 5年 1月 31日（※2） 

※１ 更新期間は文部科学省のホームページで確認できます。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm 

※２ 福井県教育委員会への手続きについて 

毎月１５日までに提出された申請書（更新講習の終了によるもの）について、当該月末に 

証明書が発行されます。 
 
 

２．申込締切日  講習①②：令和３年６月２５（金）   講習③：令和３年９月３０日（木） 

・受講申込は専用サイト『幼稚園ナビ』にて受付いたします。（Ｐ３「６.申込方法」参照） 

・申込み状況によって期間を延長する場合があります。 
 
 

３．受講料 ≪１講座６時間（認定試験含む）≫ 

〇会 員          ６，０００円 

（福井県私立幼稚園･認定こども園協会・福井県幼児教育研究会の加盟園に所属する方）         

〇一 般（上記以外の方） ７，０００円  
 

・受講料は令和３年６月末日までに（講習③については９月末日までに）お振り込みください。 

・振込先 【福井銀行 さくら通り支店  普通預金 ０１３２６９７ 
（名義）福井県私立幼稚園・認定こども園協会 会長 徳本達之】 

・振込手数料はご負担ください。 

・申込期間内は幼稚園ナビにてキャンセル出来ます。 

・申込期間終了後のキャンセルにつきましては必ずご連絡をお願いします。 

（講習開催日の一ヶ月前までキャンセル･返金可。振込手数料をひいた受講料を 

指定口座に返金いたします。） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm


  

 

４．講習内容                  

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため実施方法を変更して開催いたします。 

講習①②はオンデマンド配信講習（期間限定）にて実施の予定です。対面講習はありません。 

講習③は対面講習で実施予定ですが、状況によっては変更になる場合もございますので、 

予めご了承ください。 

※オンデマンド配信講習の場合は、各園にて園内研修形式で実施されることを推奨いたします。 

実施にあたっては、各園にて受講管理、実施補助の協力をお願いいたします。 
 
 
 

 
◇講習①【文部科学省認定番号：令 03-80011-503013号】 

  ※対面講習とオンデマンド配信講習のどちらかを選択することができます。 
 
 
◇講習②【文部科学省認定番号：令 03-80011-503014号】 

 

講習名 時間数 定員 

保育現場での質を高める【選択領域】 6時間(6単位) 80人 

日時 
【１】８月７日（土）１０:００～１７:００（昼食・試験時間を含む） 
【２】８月１４日（土）～８月２７日（金）【期間限定】（試験時間を含めて６時間） 

会場 
【１】福井県自治会館（対面講習） 
【２】各園（受講者限定のＷＥＢ配信方式によるオンデマンド講習） 

受講管理 
【１】事務局 
【２】各園の園長（受講者の受付、管理、レポート等への署名等） 

実施補助 【２】各園の園長または教頭、主任 等（ワークの補助等） 

講師 井桁 容子 氏（非営利団体コドモノミカタ 代表理事） 

内容 
「これから求められる子どもの育ちと保育者の専門性」  

「感じる、学ぶ、生きる力が育まれる保育実践とは」 

準備物 筆記用具のみ 

講習名 時間数 定員 

保育現場での質を高める【選択領域】 6時間(6単位) 80人 

日時 ８月２８日（土）～９月１０日（金）【期間限定】（試験時間を含めて６時間） 

会場 各園（受講者限定のＷＥＢ配信方式によるオンデマンド講習） 

受講管理 各園の園長（受講者の受付、管理、試験への署名等） 

実施補助 各縁の園長又は教頭、主任 等（ワークの補助など） 

講師 矢藤 誠慈郎 氏（和洋女子大学 人文学部 こども発達学科教授） 

内容 

「これからの幼児教育のあり方と質向上のための組織マネジメント」 

第一に、子どもが Society5.0といわれる社会を生き抜いていく力を身に
つけるために、どのような幼児教育が求められているかについて考える。 

第二に、これから求められる幼児教育を実現し、その質を高めていくた
めに、園（組織）として、どのように取り組み、ミドルリーダーがどの
ように組織をマネジメントしていくかについて、園内研修のあり方など
を踏まえながら、事例をもとに、実践的・理論的に考えていく。 

準備物 未定 （開催 1か月前になりましたら、お知らせします。） 



  

 
 
◇講習③【文部科学省認定番号：令 03-80011-503015号】 

５．注意事項 

※講習は３講習すべてでなく、１講習だけでもお申し込みできます。 

  ※遅刻も早退も認められませんのでご注意ください。講座開始の約30分前より受付を開始いたします。 

  ※筆記用具、受講票、受講に必要な準備物、昼食、飲み物、上着・ひざ掛け等をご持参ください。 
 

６．申込方法【申込から受講の流れ】 受講申し込みは２段階で行います。 

① まず専用サイト『幼稚園ナビ』の申込フォームから事前申込を行ってください。 

受付後、自動返信メールが届きます。（返信メールがない場合は事務局にお問い合わせください。） 

② 講習開催の１ヶ月前までに、全日本私立幼稚園幼児教育研究機構から、簡易書留で正式な 

「受講申込書・受講票」が届きます。 

③ ②の「受講申込書」に必要事項をご記入の上、講習の 10日前までに、全日本私立幼稚園幼児 

教育研究機構に郵送してください。 

〇この提出がない場合には免許状更新講習を受講することができません。 

〇正式な受講申込書には受講対象者であることの証明が必要になります。 

現職の方は園長の証明・押印を必ず受けてください。 

教職に就かれていない方は下記（福井県教育庁教職員課ＨＰ）よりご確認ください。 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/syuuryoukakunin.html 

④ 受講当日「受講票」「試験問題（事前に登録住所に郵送により送付）：講習①②のみ」を持参。 

受講後、試験。（試験の解答用紙を協会に郵送により返送：講習①②のみ） 

⑤ 受講後、試験の結果及び審査会の決定を経て、講習終了後約２ヶ月以内に、全日本私立幼稚園 

幼児教育研究機構から「履修認定書」が届きます。 

⑥ 申請期限までに福井県教育委員会に「履修証明書」を添えて、更新の手続きをしてください。 

  （詳細は福井県教育庁教職員課ホームページよりご確認ください。） 

     http://www.pref.fukui.jp/doc/gakushin/top1.html 

 

※本講習で得た個人情報は、免許状更新講習実施のために使用し、他の目的での利用または第三者へ

提供することはありません。 
 

７．事前申込及び講習内容についてのお問い合わせ先 

福井県私立幼稚園・認定こども園協会  

 〒910-0003 福井県福井市松本 3丁目 16-10 福井合同庁舎 5Ｆ 

TEL：０７７６－２７－４７４７ Ｅ－ｍａｉｌ：info@fukui-kids.jp  

 

講習名 時間数 定員 

幼稚園教育内容を深める【選択領域】 6時間(6単位) 80人 

日時 １１月２０日（土）10:00～17:00（昼食・試験時間を含む） 

会場 福井県自治会館（福井市西開発 4丁目 202番 1） 

講師 掘越 紀香 氏（国立教育政策研究所 幼児教育研究センター 総括研究官） 

内容 

「幼児の育ちと学びを捉えて記録し語り合う：保育者の資質向上を目指して」 

日々の幼児の姿から、保育者はその時々の幼児の思いや考えを把握しようと
努めている。その積み重ねが、幼児の育ちや学びを捉え、より深い幼児理解
へとつながっていく。それらを支える行為が、保育を振り返り、記録し、語
り合うことである。本講義では、育ちと学びを捉える視点や、実践を記録し
語り合う方法やその意義について、演習等も交えながら、考えていきたい。 

準備物 未定 （開催 1か月前になりましたら、お知らせします。） 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/syuuryoukakunin.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/gakushin/top1.html
mailto:info@fukui-kids.jp


  

 

全日本私立幼稚園幼児教育研究機構からのお知らせ 
 
後日、当機構から、正式に受講の可否をお知らせする文書（受講申込書）を送付させていただきます。 

１．正式な受講申込書の郵送 

①事前申込者には、講習開催の１ヶ月前までに受講申請書、受講票などを簡易書留でお送りします。 

②受講申請書は必要事項をご記入の上、受講日の１０日前までに、全日本私立幼稚園幼児教育研究

機構あて（〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館１階）に「更新講習受講申請

書在中」と朱書して郵送してください。受講申込書の提出がない場合には、免許状更新講習を受講

することはできませんので、必ずご提出ください。 

③受講申込書の受領後のキャンセルにつきましては、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。 

２．履修認定等 

  各講習の履修認定は試験により評価します。履修認定された受講者には、講習終了後約 2 か月以内に 

「履修証明書」を発行させていただきます。 

３．正式な受講申請書のお問い合わせ先  

 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構  

   〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25私学会館別館１階 TEL：03- 6272-9232 
 
 

 

教員免許状更新講習『幼稚園ナビ』での事前申込について 
 

下記のＱＲコード（又はURL）から、事前申込フォームを開いてください。 

ＱＲコードは講習ごとに異なります。それぞれお申し込みください。 

※福井県私立幼稚園・認定こども園協会加盟園の方 

『幼稚園ナビ』設置者管理画面からのお申し込みも可能です。（https://navi.youchien.com/company/18） 

※免許更新講習の事前申込みが完了後、登録メールアドレス宛に 

自動返信メールが届きますのでご確認ください。 

注 意  24時間以内に届かない場合はお申し込みができていない可能性があります。 

必ず事務局にお問い合わせください。 

＜問合先＞ 福井県私立幼稚園・認定こども園協会 事務局 ☎ 0776-27-4747 

開催日 
福井県私立幼稚園・認定こども園協会 

加盟園の方 
その他の方 

【1】8月7日(土) 

【2】8月14日(土) 

～8月27日(金) 
 

https://navi.youchien.com/training/staff/entry/VbYF

eCBQhDnV6aunMxlK0A/c/531 

 
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/VbY

FeCBQhDnV6aunMxlK0A/c/533 

8月28日(土) 

～9月10日(金)  
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/D_Xb

X383fhx3_kTGuXTSEQ/c/628 

 
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/D_X

bX383fhx3_kTGuXTSEQ/c/630 

11月20日(土) 
 

https://navi.youchien.com/training/staff/entry/aDAr

LdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/631 

 
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/aDA

rLdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/633 

https://navi.youchien.com/company/18
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/VbYFeCBQhDnV6aunMxlK0A/c/531
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/VbYFeCBQhDnV6aunMxlK0A/c/531
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/VbYFeCBQhDnV6aunMxlK0A/c/533
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/VbYFeCBQhDnV6aunMxlK0A/c/533
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/D_XbX383fhx3_kTGuXTSEQ/c/628
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/D_XbX383fhx3_kTGuXTSEQ/c/628
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/D_XbX383fhx3_kTGuXTSEQ/c/630
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/D_XbX383fhx3_kTGuXTSEQ/c/630
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/aDArLdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/631
https://navi.youchien.com/training/staff/entry/aDArLdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/631
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/aDArLdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/633
https://navi.youchien.com/training/guest/entry/aDArLdWlvL2ZNkNSXHoowQ/c/633

