2019 年 度 教 員 免 許 更 新 講 習
必修領域の講座として教育の最新情報をテーマに 1 講座、選択必修の講座として、いじめ及び不登校の問題をテーマに 1 講座、ま
た、選択領域の講座として、創立以来 118 年の美術教育の伝統を活かした、小学校・中学校・高校の美術科教諭を対象とした 2 講座
と、幼稚園・小学校・中学校・高校のすべての教諭、養護教諭を対象とした 1 講座の計 5 講座を開設します。
●相模原キャンパス のみで開催の講座です。
受講対象
受講対象については、文科省のホームページでご確認ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
1.現職教諭
2.教員採用内定者
3.教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている方
4.経験者

開講講座：必修領域
講座名・定員

必修－１ 教育の最新情報

＜定員：200 名＞

講師

前田基成／鈴木淳子

受講対象者

幼稚園・小学校・中学校・高校の教諭、特別支援学校教諭（美術科に限らない）
2019 年 8 月２０日（火） 9:20～16:30 1 日間

日程・開催時間

計 6 時間

予備日：8 月３０日(金)
※台風等の影響により 8 月２０日（金）の講習が中止された場合、予備日に開講します。

会場

相模原キャンパス
現代社会において学校を取り巻くさまざまな問題や課題について論じる。具体的には子どもの社会的不適応

概要

行動や精神的不健康の問題、ADHD、アスペルガー症候群などの発達障害、学習指導要領と学力問題、道徳教
育などである。（評価方法：筆記試験）

申込について

メール予約開始：５月 20 日（月）～
申込期間：6 月３日（月）～ 6 月 2８日（金）必着

開講講座：選択必修領域
講座名・定員

選択必修－１ 子どもの問題行動と教育相談

＜定員：200 名＞

講師

前田基成

受講対象者

幼稚園・小学校・中学校・高校の教諭、特別支援学校教諭（美術科に限らない）
2019 年 8 月９日（金） 9:20～16:30 1 日間

日程・開催時間

計 6 時間

予備日：8 月３０日(金)
※台風等の影響により 8 月９日（金）の講習が中止された場合、予備日に開講します。

会場

相模原キャンパス
近年、子どもの問題行動、精神病理的行動について指摘されることが多い。 この点について、特にいじめ及

概要

び不登校の問題を中心に、なぜそのようなことが起こるのか、どのように指導すればよいのかについて話題
を提供し、子どもの心理を理解するともに、精神的な支援はどうしたらよいかについて考えてみたい。

申込について

メール予約開始：５月 20 日（月）～
申込期間：6 月３日（月）～ 6 月 2８日（金）必着

開講講座：選択領域
講座名・定員

選択－１ 生徒指導のための教育臨床心理学 ＜定員：150 名＞

講師

前田基成

受講対象者

小学校・中学校・高等学校の教諭、特別支援学校教諭（美術科に限らない）
2019 年 8 月 2１日（水）・ 2２日（木）・2３日（金） 9:20～16:30

日程・開催時間

3 日間

計 18 時間

予備日：8 月３０日(金)
※台風等の影響により 8 月２１日（水）～２３日（金）の講習が中止された場合、予備日に開講します。

会場
概要

申込について

相模原キャンパス
小学校、中学校、高等学校の生徒の問題行動について臨床心理学的、精神医学的に「なぜなのか」を理解
し、そこから「どうするか」について考える。（評価方法：筆記試験）
メール予約開始：５月 20 日（月）～
申込期間：6 月３日（月）～ 6 月 2８日（金）必着

講座名・定員

選択－２ 様々な絵具の性質と表現 ＜定員：４0 名＞【抽選】

講師

菅谷昌代／安田陽子

受講対象者

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の美術科教員、図画工作専科教員
2019 年 8 月２１日（水）・ ２２日（木）・２３日（金） 9:20～16:30 3 日間

日程・開催時間

計 18 時間

予備日：8 月３０日(金)
※台風等の影響により 8 月２１日（水）～２３日（金）の講習が中止された場合、予備日に開講します。

会場
概要

相模原キャンパス
様々な絵具（油絵具・水彩絵具・アクリル絵具・日本画絵具など）の成り立ちを理解し、絵具作りからそれ
らを用いた実技を通して材料面から絵画をより深く理解してもらう。
抽選のメール受付／５月７日(火) ～ ５月１５日(水)必着

申込について

抽選結果の発送 ／５月１７日(金)
申込書受付

／６月３日(月) ～ ６月２８日(金) 必着

講座名・定員

選択－３ モデルを見ながらの頭像制作（粘土） ＜定員：４0 名＞【抽選】

講師

尾藤衡巳／稲田亜紀子／宮島弘道

受講対象者

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の美術科教員、図画工作専科教員
2019 年 8 月２１日（水）・ ２２日（木）・２３日（金） 9:20～16:30 3 日間

日程・開催時間

計 18 時間

予備日：8 月３０日(金)
※台風等の影響により 8 月２１日（水）～２３日（金）の講習が中止された場合、予備日に開講します。

会場

相模原キャンパス
粘土という可塑性があり、造形の行い易い素材を用いて、人物の頭像を制作します。人物モデルのスケッチ

概要

を起こし、立体に造形する為の構造として小割・シュロ縄を用いて芯棒を組み、粘土を付けます。荒付けか
ら仕上げに向けて、人間を造形することの意味も含め、表現について考察・研究を行います。講習時間内に
作品審査を行い、作品を壊して終了します。
抽選のメール受付／５月７日(火) ～ ５月１５日(水)必着

申込について

抽選結果の発送 ／５月１７日(金)
申込書受付

／６月３日(月) ～ ６月２８日(金) 必着

時間割
キャンパス ／ 時限
相模原キャンパス

1 時限

2 時限

3 時限

4 時限

9:20～10:50

11:00～12:30

13:20～14:50

15:00～16:30

※1 必修－１「教育の最新情報」と選択必修－１「子どもの問題行動と教育相談」は４限目に筆記試験を行います。
※2 選択－１「生徒指導のための教育臨床心理学」の最終日は４限目に筆記試験を行います。

受講料
必修

選択必修

選択－１

選択－２

選択－３

6,000 円

6,000 円

18,800 円

20,000 円

21,500 円

※1 選択－１「生徒指導のための教育臨床心理学」については、テキスト費用（800 円）が含まれています。
※2 選択－２「様々な絵具の性質と表現」については、材料費（2,000 円）が含まれています。
※3 選択－３「モデルを見ながらの頭像制作（粘土）」については、材料費（3,500 円）が含まれています。

持ち物
筆記用具、受講票
選択－２「様々な絵具の性質と表現」
、選択―３「「モデルを見ながらの頭像制作（粘土）」については、抽選結果と併せてお知らせ
いたします。

申込について
●メール予約は 5 月 20 日（月）から受け付けます。
●申込書送付は 6 月 28 日（金）必着です。
●受講料振込は 7 月 10 日（水）までにお願いします。

申込方法
●選択-2(実技)、選択-３(実技)をご希望の方
申込書送付の前にメールにて抽選手続きをしてください。
抽選結果を得てから申込手続きに進んでください。
申込手続き（１.メール予約 ～6.受講票が届きます）は、●必修・選択必修・選択-1 をご希望の方と同じです。
必修・選択必修の講座もあわせて受講希望の場合は、まとめてお申込ください。
抽選メール受付期間：５月 7 日（火）～１4 日（火）２４：００まで

抽選結果発送

：５月１6 日（木）

メール宛先

： koushin@venus.joshibi.jp

メールタイトル

： 選択

本文

：①氏名 ②ふりがな ③生年月日（和暦で記載 昭和●年）④勤務校
⑤免許種（例：中一種美術） ⑥連絡の取れる電話番号
⑦第一希望実技講座名 ⑧第二希望実技講座名

●必修・選択必修・選択-1

をご希望の方

メールにて予約してください。
返信メールを確認後、申込期間内に書類を送付してください。
1．メール予約
メールで予約をしてください。定員になりましたら受付終了となります。
メール予約受付

５月２０日(月) ～ ６月２8（金）

メール宛先

koushin@venus.joshibi.jp

メールタイトル

予約 氏名 (予約の後にご本人様のお名前)

本文
①氏名（漢字）
②氏名（ふりがな）
③生年月日(西暦)
④勤務校
⑤連絡の取れる電話番号
⑥希望講座
以下の番号を記載してください(番号のみ)。
１ 【必修】教育の最新情報 ８/２０（火）
２ 【選択必修】子どもの問題行動と教育相談 ８/９（金）
３ 【選択‐１】生徒指導のための教育臨床心理学
４ 【選択‐２】様々な絵具の性質と表現
５ 【選択‐３】モデルを見ながらの頭像制作（粘土）
申込期間内に書類を送付してください。
申込期間：６月３日（月）～２8（金）必着 ※申込期間以外は一切受け付けません。
2．申込書作成
「受講申込書」を出力、必要事項を記入し、所属長の署名・捺印を受けてください。
※写真 1 枚（縦 3cm×横 2.4cm 無帽正面上半身 無背景 カラー・白黒は問いません。申請前 6 ヶ月以内に撮影されたもの）を貼
付してください。
3．申込書送付
長形３号封筒にて①②③を簡易書留でお送りください(特定記録、宅配便も可)。
【送り先住所】
〒252-8538 神奈川県 相模原市 南区 麻溝台１９００番地 女子美術大学 教免講習係
①申込書 ②講習前調査票 ③返信用封筒 ３通
※封筒（長形３号）切手 82 円貼付 2 通（受講料振込のお知らせ用・受講票用）
封筒（長形３号）切手 242 円貼付 1 通（受講証明書用）
※宛名・住所を記入し切手を貼付ってください。
※宛先は申込書に記載の住所と異なる住所でも大丈夫です。
※受講証明書は９月に特定記録郵便でお送りしますので、受理できる住所をご記入ください。

4．受講料振込先口座のお知らせ
5．受講料振込み

が届きます。

※７月１０日（水）までに受講料をお振込みください。※遅れる場合はご連絡ください。

6. 受験票が届きます ※７月 12 日（金）発送予定です。※受講票は講習当日必ず持参ください。

申込後のキャンセルについて
電話またはメールにて受付いたします。
メール：koushin@venus.joshibi.jp
TEL ： [専用ダイヤル]042-778-6694（月～金 9:20～17:00）※8/13～8/16…一斉休業となります。
メールにてご連絡いただだく場合は、タイトルを「キャンセル申し出」としてください。
本文中にキャンセルを希望する講座名・氏名・連絡先を明記してください。
※開講日より 10 日前までのキャンセルは受講料全額を返金します。
※開講日より 9 日前～前日は受講料の半額を返金します。
※講座当日のキャンセルの受講料は返金しません。

キャンセル待ちについて
申し期間のみ電話またはメールにて受け付けいたします。
電話は本学更新講習係まで、メールは下記アドレスまでご連絡ください。
メール：koushin@venus.joshibi.jp
TEL ： [専用ダイヤル]042-778-6694（月～金 9:20～17:00）※
メールにてご連絡いただだく場合は、タイトルを「キャンセル待ち希望」としてください。
本文中にキャンセル待ちを希望する講座名・氏名・連絡先・生年月日・勤務校を明記してください。
※キャンセルのあった場合にメールでご連絡いたします
その他
・建物内は禁煙となっております。屋外の指定の場所で喫煙してください。
・空調の調整が難しい場合があります。対応できるような脱ぎ着のできる服装でお越しください。
・学生食堂は営業いたします。本講習受講の方はご利用いただけます。
交通について
・公共の交通機関でお越しください。本学への行き方は 相模原キャンパス交通案内

をご参照ください。

・雨天の場合は道路の混雑によりバスが遅れることがあります。ゆとりを持ってお越しください。
台風などの影響について
・台風などにより講習に変更がある場合は、次のようになります。
・講習当日の午前 6 時の時点で、気象庁より、神奈川県西部相模原に暴風警報が発表された場合は講習中止とします。その場合は、
本学ホームページにてお知らせします。中止となった場合は予備日に開催します。各講座の「日程・開催時間」をご確認ください。
受講証明書について
・受講証明書は 9 月 30 日（月）までに特定記録郵便で郵送いたします。送付先を変更される場合は必ずご連絡ください。受講証明
書は原則再発行いたしません。

教員免許更新制について
教員免許更新制についての詳細は 文部科学省：教員免許更新制について

をご覧ください。

お問い合わせ
女子美術大学 更新講習係（相模原キャンパス）
受付時間 月〜金（祝・祭日は除く）9:20～17:00
（2019 年 8 月 13 日～8 月 16 日は一斉休業となります）
E-mail：koushin@venus.joshibi.jp
専用ダイヤル：042-778-6694

