平成30年度(第1回～第10回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

対象職
種

主な受講対象者

受講料

受講人
数

6時間 平成30年12月2日

教諭

小学校教諭、中
学校の国語、社
会、道徳担当教
諭

6,000円

50人

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
507954号

https://edu.okayamau.ac.jp/

講習の開催地 時間数

講習の期間

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岡山大学

小学校及び中学校教育の中に古典教育が位置づけられる
なか、こと『論語』を教材として扱う際の留意点、さらには、
『論語』の主要思想を分かりやすく講ずると共に、古典教育
【選択】旧閑谷学校で学ぶ論語の
森 熊男（教育学部非常勤講師）
の意義について触れる。また、旧閑谷学校の国宝講堂での
教え（2018年度講習）
國友 道一（教育学部非常勤講師）
論語学習を体験したり、閑谷学校の歴史・教育を学ぶことに
よって、規範意識の育成や学力向上など現在の学校教育が
抱える諸問題を考えるきっかけとしたい。

岡山大学

【選択】生徒指導の課題と対応
(2018年度講習)

近年、小中学校における生徒指導上の諸課題は複雑化、多
様化してきています。本講習では、授業の中で生じる生徒指
導上の諸課題を含め、それらに適切に対応する方法につい
て実践事例も交えながら講義及び演習を行います。

村松 敦（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）
岡山県岡山市
森安 史彦（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

6時間 平成30年10月27日

教諭
養護教
諭

小学校教諭、中
学校教諭、養護
教諭

6,000円

40人

平成30年9月10日～
平成30年10月7日

平3010068086-251-7597
507957号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】指揮と鑑賞指導（2018年
度講習）

合奏・合唱における指揮法の基礎と実際の指揮活動を体験
を通して指導する。現代の音楽について鑑賞授業の参考に 齊藤 武（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
なるような講義を予定している。受講生どうしの音楽を通し 教授）
ての相互理解を深める。

6時間 平成30年12月22日

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

6,000円

20人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
507982号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月8日

教諭

保育教諭、幼稚
園教諭、小学校
教諭

6,000円

15人

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
507986号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

保育園、幼稚園、小学校での粘土を扱った指導はいろいろ
な面で困難に思う指導者が多い。特に幼児に対して楽しい
【選択】粘土を用いた指導の方法
粘土を用いた指導を通して達成感や成就感が得られる教材 上田 久利（大学院教育学研究科教授(特任)）
(2018年度講習)
を提案する。

立体分野の指導特に粘土を用いた指導は多くの指導者が
困難に感じている。楽しく立体分野特に彫刻を授業に取り入 上田 久利（大学院教育学研究科教授(特任)）
れ、実践方法を提案する。

岡山県備前市

岡山大学

【選択】立体分野の指導方法
(2018年度講習)

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月15日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校 6,000円
教諭(美術、工芸)

15人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
507987号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

ユニバーサルデザインの考え方を通じて、環境や地域社
会、友だちなどへの思いを馳せることのできる図画工作や美
【選択】ユニバーサルデザインか
術の授業作りをめざします。日常生活で接する工業製品
清田 哲男（大学院教育学研究科准教授、教育
ら広がる＜やさしさ＞で考える造
岡山県岡山市
や、インテリア、環境などあらゆるデザインを鑑賞対象とした 学部准教授）
形教育(2018年度講習)
上で、そこから児童・生徒が主体的に課題を発見し、解決に
向かうことのできる授業やカリキュラムについて考えます。

6時間 平成30年12月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
6,000円
美術科教諭、高
等学校工芸教諭

32人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
507988号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等体育科教育の最前
線B(2018年度講習)

特に体育の授業づくりについて検討を行います。ご自身が
行った体育授業の動画を持参していただき、分析、考察を 原 祐一（大学院教育学研究科講師、教育学部
岡山県岡山市
行いながら新学習指導要領に即した授業づくりをしていきま 講師）
す。本講習は、免許法認定講習としても申請する予定です。

6時間 平成30年11月18日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（保健
体育）

6,000円

20人

平成30年10月8日～
平成30年11月4日

平3010068086-251-7597
507993号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

小・中・高等学校家庭科の家族生活の授業を作る基礎とな
る家族の現状について解説する。特に、日本の家族の現状
【選択】家庭基礎（家族）（2018年
李 璟媛（大学院教育学研究科教授、教育学部
を統計や事例に基づいて確認し、家族の変化に伴い生じる
岡山県岡山市
度講習）
教授）
課題を考察し、家庭、学校、地域社会は、どのような支援を
行うことができるかについて、連携という視点から考える。

6時間 平成30年12月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

20人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
507994号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】家庭基礎（食生活）(2018
年度講習)

最近の食に関する指導の動向を踏まえ、小・中・高等学校家
庭科の食生活領域の授業を作る基礎となる栄養素・食品・ 河田 哲典（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
食事の基本的認識について解説するとともに、演習を通して 部教授）
家庭科食生活教育における食事計画の意義を知る。

6時間 平成30年12月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

30人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507995号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】初等家庭科教育の最前
線A(2018年度講習)

ESDを視点にした家庭科の授業内容に関する指導の動向を
踏まえ，模擬授業等の実施を通して，家庭科の学習指導の
在り方について学ぶ。また，特に小学校家庭科の家族領域
の基礎的知識に関する講義を行い，家庭科教育の学習指
導に必要となる知識の習得をめざす。本講習は免許法認定
講習としても申請する予定である。

6時間 平成30年12月27日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等 6,000円
学校教諭（家庭）

15人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507996号

https://edu.okayamau.ac.jp/

栗坂 祐子（大学院教育学研究科教授(特任)、
教育学部教授(特任)）
岡山県岡山市
佐藤 園（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）
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【選択】初等家庭科教育の最前
線Ｂ(2018年度講習)

衣生活に関する指導の動向を踏まえ，模擬授業等の実施を
通して，家庭科の学習指導の在り方について学ぶ。また，特
に小学校家庭科の衣生活領域の基礎的知識に関する講義
と実験を行い，家庭科教育の学習指導に必要となる知識の
習得をめざす。本講習は免許法認定講習としても申請する
予定である。

栗坂 祐子（大学院教育学研究科教授(特任)、
教育学部教授(特任)）
岡山県岡山市
篠原 陽子（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）

6時間 平成30年12月28日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等 6,000円
学校教諭（家庭）

20人

平30平成30年11月12日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
507997号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択】自閉症スペクトラム障害
のある子どもの行動の意味を考
える(2018年度講習)

自閉症スペクトラム障害のある子どもの行動の意味につい
て、主として応用行動分析学の知見を借りながら考察しま
す。子どもが見ているものを教師が一緒に見る、と同時に、
教師が見ているものを子どもが一緒に見る、ということが成
大竹 喜久（大学院教育学研究科教授、教育学
立するために、教師として何ができるのかについて考えま
岡山県岡山市
部教授）
す。特別支援学校や特別支援学級に在籍する自閉症スペク
トラム障害のある子どもの行動の意味をとらえ、彼らの強み
や興味を生かしながら学習・行動支援を行うための基礎的
知識を身につけることを目標としています。

6時間 平成30年12月15日

教諭
養護教
諭

特別支援学校や
特別支援学級の 6,000円
教諭・養護教諭

80人

平30平成30年10月29日～
10068086-251-7597
平成30年11月25日
508001号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

本講習では，学習面において特別な支援を必要とする子ど
もたち（主に、学習障害（LD））の理解と支援について扱いま
す。学習のつまずきには背景があります。子どもたち一人ひ
【選択】学習において特別な支援 とりのユニークな発達的特性（例：認知特性）の影響がある
丹治 敬之（大学院教育学研究科講師、教育学
を必要とする子どもの理解と支援 かもしれませんし，授業やクラスの中で生じるさまざまな環
岡山県岡山市
部講師）
について(2018年度講習)
境的要因（例：物的環境，人的環境）が影響しているかもし
れません。「個人」と「環境」の間で調和のとれた学習支援を
めざすために，個人を理解し，環境を整えることについて考
えていきます。

6時間 平成30年12月22日

教諭
養護教
諭

小学校教諭、中・
高等学校・特別
6,000円
支援学校教諭・
養護教諭

50人

平成30年11月5日～
平成30年12月2日

平3010068086-251-7597
508002号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「人間と自然との関
わり―季節による人間の生活の変化―」、【２】「身近な動植
【選択】子どもが不思議や発見を
物と生命の尊さ―いたわり、大切にし、進んで世話をする
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
楽しむ保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
―」、【３】「自然の大きさ、美しさ、不思議さ―自然事象の性 部教授）
度講習)
質や変化に関心を深める―」等に焦点を当てて論じる。あわ
せて、【４】「受講者参加型演習―不思議や発見を楽しむ遊
び―」の演習を行う。

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年9月24日～
平成30年10月21日

平3010068086-251-7597
508008号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

幼児の発達と保育内容「環境」の指導援助に関して、保育者
の学びの方向性を講義する。特に、【１】「日常生活の中の
標識や文字や記号／園内外の行事・公共施設・国旗・祝祭
【選択】子どもの好奇心と探究心
日」、【２】 「日常生活の中の数量や図形―数や順番や形や 髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
を育む保育内容「環境」(2018年
岡山県岡山市
位置―」、【３】「生活の中の様々な物とその性質や仕組み― 部教授）
度講習)
身近な事物や事象―」、等に焦点を当てて論じる。あわせ
て、「受講者参加型演習―好奇心や探究心を育む遊び―」
の演習を行う。

6時間 平成30年11月18日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成30年10月8日～
平成30年11月4日

平3010068086-251-7597
508012号

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

名画や絵本を取り上げ、対話型の鑑賞を通して、受講生と
共に楽しく読み解いていきます。とりわけこれまでは見落とさ
【選択】楽しく読み解く名画や絵本 れがちであった作者の造形的な工夫に焦点を当て、作者の
泉谷 淑夫（大阪芸術大学 教授）
の世界(2018年度講習)
意図や効果について推理し、作品の本質に迫っていきま
す。受講者にはワークシートへの記入が課せられ、それに
基づく発表が奨励されます。

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び中
学校・高等学校
教諭（美術、工
芸）

6,000円

20人

平成30年9月24日～
平成30年10月21日

平3010068086-251-7597
508762号

https://edu.okayamau.ac.jp/renew_certificat
es/

岡山大学

岡山県岡山市
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岡山大学

【選択】比較鑑賞で楽しく学ぶ美
術の世界(2018年度講習)

比較鑑賞と対話形式を活用して、美術の世界の奥深さに迫
り、楽しく学んでいきます。様々な比較によって１点では気づ
きにくい作者の造形的な工夫に焦点を当て、作者の意図や
泉谷 淑夫（大阪芸術大学 教授）
効果について推理し、作品の本質を浮き彫りにしていきま
す。受講者にはワークシートへの記入が課せられ、それに
基づく発表が奨励されます。

岡山県岡山市

6時間 平成30年12月8日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び中
学校・高等学校
教諭（美術、工
芸）

6,000円

20人

平30平成30年10月22日～
10068086-251-7597
平成30年11月18日
508763号

https://edu.okayamau.ac.jp/renew_certificat
es/

岡山大学

【選択】新聞を教育に活用する
NIE講座（2018年度講習）

児童生徒の思考力や表現力、読解力の向上に効果的なNIE
についての講座。ＮＩＥの３分野である「新聞を学ぶ」「新聞を
作る」「新聞で学ぶ」の理解を促す。具体的には、新聞の歴
瀬尾 由紀子（教育学部非常勤講師）
史や概要のほか、新聞の構成や見出し、記事の書き方、レ
イアウトなど理論と実践を学んでもらう。新聞印刷工場の見
学もある。

岡山県都窪郡
早島町

6時間 平成30年12月28日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

35人

平30平成30年11月16日～
10068086-251-7597
平成30年12月9日
508902号

https://edu.okayamau.ac.jp/renew_certificat
es/

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
谷一 尚（副学長）
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ 海本 友子（総合人間学部教授）
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
の場で生かせるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立
オリエント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校・中学校・
6,000円
高等学校の教諭

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平3030521086-901-0503
504470号

http://www.sguc.ac.jp/

山陽学園大学

【選択】岡山のカルチャーゾーン
の魅力

岡山カルチャーゾーンを歩いて巡り、各文化施設の特長や
魅力を知ると共に、カルチャーゾーンへの理解を深める。
谷一講師のガイダンスと説明、各施設の見学、各施設職員
の説明を主たる講習内容、形態とする。
谷一 尚（副学長）
地域の文化資産を知り、施設やその職員と交流をはかるこ 海本 友子（総合人間学部教授）
とで、教師の基礎教養や文化レベルを高め、具体的な指導 田村 裕子（大学院看護学研究科研究科長）
の場で生かせるようにする。
【文化施設は岡山県立博物館、岡山県立美術館、岡山市立
オリエント美術館、林原美術館を予定】

岡山県岡山市

6時間 平成30年11月24日

教諭

小学校・中学校・
6,000円
高等学校の教諭

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平3030521086-901-0503
504471号

http://www.sguc.ac.jp/

美作大学

アインシュタインの相対性理論の初歩を、中学程度の数学
(直線の方程式や連立方程式など)を用いて講義します。題
材として、ウラシマ効果(時計の遅れ)や物体の収縮を考え、
これらの不思議な現象が、相対性原理を出発点として簡単
【選択】やさしい相対性理論入門
荻野 真介（教授）
な数学により導き出せることを示します。一見難しそうです
が、この内容は美作大学１年生の選択の講義として実際に
教えられていたもので、学生たちにも理解できるレベルのも
のです。

岡山県津山市

6時間 平成30年11月17日

教諭

小学校教諭、中
学・高校理科教
諭

6,000円

30人

平30平成30年10月22日～
305250868-22-7310
平成30年11月2日
508252号

岡山短期大学

本講習では、「幼児と言葉」のつながりとその指導を再考し
ていくための理論と教材研究について講義します。本講習
は、『幼稚園教育要領』と関連づけながら、前半では、人間
【選択】保育内容「言葉」の理論と にとって「言葉」がどのようなものであり、どのような意味を有 浦上 博文（幼児教育学科・教授）
教材研究
し、そしてどのように「言葉」を獲得していくのかについての 都田 修兵（幼児教育学科・講師）
理論を紹介していきます。また後半では、絵本を題材とし
て、幼児の発達過程を踏まえた教材研究の方法と幼児指導
への適用について解説します。

岡山県倉敷市

6時間 平成30年11月10日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年8月16日～
平成30年9月15日

山陽学園大学
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平30086-428-2651
35253(内線： 348)
508679号

http://mimasaka.jp/

http://www.owc.ac.jp

平成30年度(第1回～第10回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
対象職
種

主な受講対象者

受講料

受講人
数

受講者募集期間

6時間 平成30年11月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成30年8月16日～
平成30年9月15日

・実践的な英語に触れることにより，幼児教育に携わる先生
方が英語への基礎的・実践的な視点を持ち，英語の必要性
だけでなく英語学習の持つ可能性への理解が深まる内容を
【選択】幼児の異文化理解教育・ 提供する。
池田 純子（倉敷市立短期大学 非常勤講師）
倉敷市教育委員
保育所保育指針，幼稚園教育要 ・幼児が身近な環境に主体的に関わり発達していくことがで 大江 由美（川崎医療福祉大学 子ども医療学 岡山県倉敷市
会
領５領域より「環境」
きるよう，保育の計画と実践についての基礎を身につける。 科特任講師）
保育における領域「環境」について理解し，受講者自身が身
近な環境に好奇心や探求心を持って関わる。現在の幼児を
取り巻く環境について理解を深める。

6時間 平成30年12月9日

教諭

保育教諭向け

0円

60人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
508880号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

・子どもの言葉の発達と，その過程における諸特徴を理解
し，保育者としての必要な指導の理論と指導法を再確認し，
【選択】保育所保育指針，幼稚園 理解を深める。
倉敷市教育委員
教育要領５領域より「言葉」「表
・乳幼児がモノと関わる様子から造形活動のあり方を考察す
会
現」
る。保育所保育指針，幼稚園教育要領の「表現」造形領域を
読み取り理解を深め，実技演習を通して保育・療育の場で
実践できることをねらいとする。

溝手 恵里（倉敷市立短期大学 保育学科教
授）
金山 和彦（倉敷市立短期大学 保育学科教
授）

6時間 平成30年12月22日

教諭

保育教諭向け

0円

60人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
508881号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

・現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変遷につ
いて再確認する。児童家庭福祉の現状と課題について学
び，今後の動向と展望について理解する。
・特別支援教育に関する基礎的な知識の再確認をする。今
後の教育施策のあり方について学び，多様な子ども達を適
倉敷市教育委員 【選択】児童家庭福祉・特別支援
切に支援できる保育者を目指す。
会
児保育・相談支援
・保育者に要請される子どもの保育と保護者に対する保育
に関する指導業務のうち，保護者に対する支援を主に理解
を深める。保護者を受け止める，保護者の気持ちに共感し
寄り添う，話をよく聴くなどという，保護者等との信頼関係構
築のための知識，技術等を学ぶ。

安形 元伸（倉敷市立短期大学 保育学科准教
授）
岡山県倉敷市
眞次 浩司（倉敷市立短期大学 保育学科教
授）

60人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
508882号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

60人

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
508883号
するため、一般募集は
行いません。)

一般募集を行わない
ため

開設者名

岡山短期大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

造形表現および身体表現に関する講習です。導入講義・演
習・グループワークの組合せによって理解を深め、実践のヒ
ントを獲得します。造形表現では受講者の経験を踏まえて、
表現に対する保育者の姿勢や援助の方針について確認す
【選択】保育実践力養成講座（造
藤井 真理（幼児教育学科 教授）
ると共に、子どもの表現意欲を育む指導に関する演習を行
形表現・身体表現）
関野 智子（幼児教育学科 講師）
います。身体表現では表現に対する基本的な考え方、子ど
も達を指導する際の心構え、幼少期の表現の経験が及ぼす
影響について述べると共に、保育者として「表現―理解関
係」の構造を理解する重要性について解説します。

倉敷市教育委員
【選択】音楽表現
会

音楽表現によって，子ども達の豊かな感性と表現力を引き
出すための技術を再確認する。到達目標は以下（１）〜（３）
のとおり。
（１）表現活動に係る子どもの発達を理解したうえで，発達過
程に応じた活動を考え，実践することができる。
（２）音楽の要素や，音楽の特性を考慮したうえで，活動を考
え，実践することができる。
（３）保育現場における表現活動の意義を見出すことができ
る。

三川 美幸（倉敷市立短期大学 保育学科講
師）
別府 祐子（倉敷市立短期大学 保育学科助
教）

講習の開催地 時間数

岡山県倉敷市

岡山県倉敷市

岡山県倉敷市
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講習の期間

6時間 平成30年11月17日

6時間 平成31年2月23日

教諭

教諭

保育教諭向け

保育教諭向け

0円

0円

認定番号

電話番号

平30086-428-2651
35253(内線： 348)
508680号

ＵＲＬ

http://www.owc.ac.jp

平成30年度(第1回～第10回)
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

・栄養の基本的な知識とともに，子どもの発育・発達と食生
活との関連について学ぶ。また，子どもの食生活の現状を
知り，そこで起こっている問題にどのように対応していくか
（食育を実践していくか）を考えていく。
・小児の成長と発達，罹患しやすい病気や事故について学
習し，小児保健の意義と具体的内容について理解を深め
倉敷市教育委員 【選択】食物アレルギー，食育・子
る。
会
どもの保健・健康
・現代社会における健康を取り巻く問題に対して，健康を支
える要素として，運動・栄養・休養について学び，健康獲得
のための保健行動，健康管理について学ぶ。子どもの「健
康」に関する現状と課題を正確に把握し，領域「健康」に示さ
れているねらいや内容を保育の中で実現していく具体的方
法について学ぶ。

担当講師

講習の開催地 時間数

小野 尚美（中国学園大学 准教授）
平岡 敦子（倉敷市立短期大学 保育学科准教
授）
岡山県倉敷市
及川 直樹（倉敷市立短期大学 保育学科講
師）
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講習の期間

6時間 平成31年2月16日

対象職
種

教諭

主な受講対象者

保育教諭向け

受講料

0円

受講人
数

60人

受講者募集期間

認定番号

電話番号

平成30年10月16日～
平成30年10月31日
平30(備考 市内公立認定こ
50660086-426-3367
ども園の教員を対象と
508884号
するため、一般募集は
行いません。)

ＵＲＬ

一般募集を行わない
ため

