
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 令和２年５月１８日 

	 

宮私幼会員 
各私立幼稚園等設置者・園長	 殿                                     	 

                                  	 	 	 	 	   	 	 	 	 	       一般社団法人	 

                                            	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宮城県私立幼稚園連合会	 

                                             	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  理事長	 村	 山	 十	 五	 

                                                             	 	 	 	    	  (公 印 省 略)	 

公益財団法人  全日本私立幼稚園幼児教育研究機構	 
免許状更新講習の事前受講案内・申込について(お知らせ)	 

	 

	 平成 21 年４月から教員免許状更新制が実施されることになり、該当する教職員は、必修・選択必修

12 時間、選択 18 時間、合計 30 時間の講習を更新期限の前２年間の間に受講し、免許状を更新しなけ

ればなりません。当連合会は「令和 2 年度免許状更新講習」開設団体として認定を受けております(公

財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構への実施協力を行うこととしております。	 

	 受講希望者は、宮私幼に受講申込(事前申込)をしていただきまして、宮私幼からまとめて(公財)全

日本私立幼稚園幼児教育研究機構へ受講者リストを提出し、改めて機構から各人宛受講可否の通知（受

講申込書）が郵送されますのでご留意下さい。機構からの手続きに関しましては、公益財団法人  全
日本私立幼稚園幼児教育研究機構からのお知らせ  を必ずご覧下さい。	 
	 

記 

第１回目	 必修・選択必修分野１２時間	 	 

	 

	 	 開	 催	 日	 	 令和２年８月１日(土)・２日(日)	 	 

	 

	 	 	 	 開催場所	 	 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス	 ６１教室	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 仙台市宮城野区榴岡 2 丁目 5-26	 	 電話 022－766－8833	 

	 

	 	 	 	 時	 	 間	 	 １日目【	 必	 	 修	 】	 １日(土)	 受付	 ９：００～９：３０	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ①新教育要領について理解を深める	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０～１２：３０	 （テスト３０分を含む）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当講師	 東北福祉大学	 	 	 	 教	 授	 	 和	 田	 明	 人	 先生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②保育環境の再考	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：３０～１６：３０（テスト３０分を含む）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当講師	 宮城学院女子大学	 	 教	 授	 	 磯	 部	 裕	 子	 先生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

２日目【	 選択必修	 】	 ２日(日)	 受付	 ９：００～９：３０	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ①幼児期の終わりまでに育ってほしい姿について理解を深める	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０～１２：３０	 （テスト３０分を含む）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当講師	 聖和学園短期大学	 	 准教授	 	 上	 村	 裕	 樹	 先生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②遊びを通しての総合的な指導における教師の役割について	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：３０～１６：３０（テスト３０分を含む）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当講師	 尚絅学院大学	 	 	 	 教	 授	 	 東	 	 	 義	 也	 先生	 

	 	  
※必修(６時間)・選択必修(６時間)はセットで受講することになります。	 	 

どちらか一方の講習のお申し込みはできません。また、遅刻も早退も認められませんの

でご注意下さい。	 



【必	 	 修】［認定番号：令 02-80011-101077 号］	 

講	 	 	 習	 	 	 名	 時間数	 開催地	 開催日時	 受講定員	 

教育の 新事情	 ６時間	 宮城県	 令和２年８月１日(土)	 １５０名 

【選択必修】［認定番号：令 02-80011-302462 号］	 

講	 	 	 習	 	 	 名	 時間数	 開催地	 開催日時	 受講定員	 

教育の 新事情	 ６時間	 宮城県	 令和２年８月２日(日)	 １５０名 

	 

２．事前申込の方法「免許状更新講習事前申込書」に記入の上、ＦＡＸまたは郵送にて宮私幼事務局

あてに申込願います。なお、申込をされた方は宮私幼に必ず申込受理確認の

電話をし、受理された後に受講料をお振り込み下さい。	 

３．事前申込の期間	 申込は令和２年６月８日（月）から受け付けます。申込受理確認の電話

は６月８日(月)１０時から６月１２日(金)午後５時迄。	 

先着順のため受講希望者多数の場合は受講をお断りさせていただきますので、	 	 	 	 	 	 	 	 

あらかじめご承知おき願います。(定員に達し次第、募集を終了します)	 

４．受 講 料	 	 	 	 受講申込が受理された方は、受講料１４,０００円(ただし、宮私幼加盟園に勤
務している方は１２,０００円。認定試験を含む)を６月１２日（金）迄に下記

の口座にお振込み下さい。	 また、一度納入された受講料は原則返金できません。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※振込手数料は各人の負担となります。受講者本人の名前でお振り込み下さ

い。  

          	 	    

 

 
５．そ  の  他	 	  	 機構からの正式な受講票には勤務先の理事長・園長先生等からの受講対象	 	 	 

であることの証明が必要となりますのでご留意下さい。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 なお、受講当日にやむを得ない事情で遅刻・欠席等をされる場合には宮私幼事

務局にご連絡ください。【TEL：022-263-7040】（※東北福祉大学仙台駅東
口キャンパスではなく、宮私幼事務局にご連絡をお願いいたします。転送電話

に切り替わります。） 
------------------------------------------------------------------------------------------

【公益財団法人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、本財団から事前申込者には、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受講者には、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記入の上、受講日の 10 日前までに、公益財団法人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４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、必ず機構又は宮私幼に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 ヶ月以内に

「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	 

公益財団法人	 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４階	 

TEL：03-3237-1957（申込専用回線）FAX：03-3263-7038	 E-mail：info@youchien-kikou.com	 	 

七十七銀行	 県庁支店	 普通預金９１０７０６１ 

	 	 一般社団法人	 宮城県私立幼稚園連合会 

	 	 	 	 理事長	 村山	 十五（むらやま	 とうご） 

振込先 

＊申込全般のお問い合わせ先＊	 
一般社団法人	 宮城県私立幼稚園連合会	 

	 	 〒980-0803	 	 仙台市青葉区国分町三丁目 6-12	 佐正第二ビ
ル 6 階	 

この案内は、会員対象の事前受講案内

です。会員以外の申込は 6月 22日(月)
～6月 25日(木)となります。 



受付番号

① 講 習 会 名

②
受講 希望 の講習
希望する講習の数字に
○ 印 を 付 け て 下 さ い

③
ふ り が な
氏 名

性　　　別 男　　・　　女

④ 生 年 月 日 満 年 齢
(2020 年 4 月 1 日 現 在 )

歳

⑤ 園 名

⑥
免 許 状 番号

( 例 ） 平 ○ 幼 二 ○ ○ 号
※ 所 有 し て い る す べ て の
免 許 状 を ご 記 入 下 さ い

⑦ 修 了 確 認 期 限

〒　     　　 　　－ □ 自宅　□ 勤務先 ※いずれかに!を入れて下さい

⑨ 電 話 番 号

⑩ Ｅ－mai ｌアドレス

⑪ 備 考

申込先　(一社)宮城県私立幼稚園連合会　ＦＡＸ ０２２－２６３－７９２５

免 許 状 更 新 講 習 事 前 申 込 書

第１回　8月1日(土)・2日（日） 【必修・選択必修12時間】 〈教育の最新事情〉
第２回　8月22日(土)　　　　　  【選択6時間】　 　　 〈幼稚園教育内容を深める〉
第３回　8月23日(日)　　　　 　 【選択6時間】　　  　〈幼稚園の役割を広め深める〉

昭和　・　平成

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　１．　8月1日(土)・8月2日(日)　【必修・選択必修12時間】
　
　２．　8月22日(土)　　　　　　　　【選択6時間】
　
　３．　8月23日(日)　　　　　　　　【選択6時間】

※第１回,２回,３回の事前申込書は全て共通となっておりますので、いずれか1枚を送付ください。

※修了確認期限以外で申請する方は、その理由を記入してください。

(              　　   県 )　

⑧ 連 絡 先

（　　　 　　 　　）　　　　        　－  

免許状の種類　 旧免許状　・　新免許状　(該当する方に○印をつけて下さい)

　

　　　                   年          月          日
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