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令和３年度 一般社団法人新潟県レクリエーション協会 

教員免許状更新講習 募集要項 

 

1 教員免許状更新講習 

新潟県レクリエーション協会では文部科学大臣の認可を受けて、平成 27年度より、「選択領域」

における教員免許状更新講習を開設しています。本講習を受講し、履修認定基準に達した方には履

修証明書を発行します。受講義務者は定められた期日までに、30時間以上の更新講習を受講・修了

した後、免許管理者（お勤めになっている学校の所在する都道府県、市町村教育委員会）に更新講

習修了の確認申請を行うことになります。 

 

２ 受講対象者（令和 3年度） 

教諭（幼稚園、小・中学校教諭）、養護教諭を主な受講対象としています。 

主な対象者は、次の通りです。 

（１）令和 4年 3月 31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者 

（第 2グループ（平成 24年 3月 31日が修了確認期限）の期間で更新手続きをした者） 

（２）令和 5年 3月 31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者 

（第 3グループ（平成 25年 3月 31日が修了確認期限）の期間で更新手続きをした者） 

（３）有効期間の満了の日が令和 4年 3月 31日である新免許状所持者 

（４）有効期間の満了の日が令和 5年 3月 31日である新免許状所持者 

 

※受講対象者に該当するかどうかについては、各自の責任において、文部科学省のホームページ

「教員免許更新制」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/001.htm 

もしくは、勤務先の都道府県・市町村の教育委員会等でご確認下さい。 

 

３ 開催日 講習時間 募集期間 会場等 

開設市/会場 開催日 講習時間 募集期間 

上越市 

上越市ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 

7月 17日(土)   

9：30～17：00 

4月  1日（木）  7：00～ 

6月 20日（日） 17：00 

（欠員有りの場合は再募集） 

18日(日)  

22日(祝)  

新潟市 

新潟県立教育ｾﾝﾀｰ 

8月 2日(月)   

9：30～17：00 

4月  1日（木）  7：00～ 

7月 4日（日） 17：00 

（欠員有りの場合は再募集） 

3日(火)  

6日(金)  

胎内市 

新潟県少年自然の家 

9月 18日(土)   

9：30～17：00 

4月  1日（木）  7：00～ 

8月 22日（日） 17：00 

（欠員有りの場合は再募集） 

19日(日)  

20日(祝)  

柏崎市 

柏崎市ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ 

11 月 20日(土)   

9：30～17：00 

4月  1日（木）  7：00～ 

8月 22日（日） 17：00 

（欠員有りの場合は再募集） 

21日(日)  

23日(祝)  
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 上越会場

 新潟会場

 胎内会場

 柏崎会場

 上越会場

 新潟会場

 胎内会場

 柏崎会場

 上越会場

 新潟会場

 胎内会場

 柏崎会場

胎内

柏崎

柏崎

柏崎

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会副会長（新潟大学名教授）大橋正春氏　　　　　　　　

新潟市陸上競技協会理事長（元新潟県公立小学校長）青木祐一氏　　　　　　　　　　

新潟市教育相談センター（元新潟県公立小学校長）齊川　豊氏　　　　　　　　　

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会副会長（新潟青陵大学非常勤講師）田嶋雄洋氏

ゲスト・ティーチャー　柏崎市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会　　　　　　　　　　　　　　　　  

ゲスト・ティーチャー　柏崎市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会会長　栗林達彦　　　　　　　　　  

ゲスト・ティーチャー　柏崎市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会　ダンス　　　　　　　　　　　　  

上越

上越　新潟　胎内　柏崎

新潟

新潟　胎内

胎内

新潟県スポーツ少年団副本部長（元新潟県公立小学校長）池藤仁市氏　　　　　

上越　柏崎

上越

新潟　胎内

新潟

上越　新潟　胎内　柏崎

新潟　胎内

胎内

柏崎

新潟市陸上競技協会理事長（元新潟県公立小学校長）青木祐一氏　　　　　　　

新潟医療福祉大学（元新潟県公立中学校長）若月弘久氏　　　　　　　　　　　

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会専務理事（元新潟県公立中学校長）渡辺耕司氏　　　

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会（元新潟県公立小学校長）　阿部信也氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胎内

胎内市（元新潟県公立小学校長）丹後　裕氏　　　　　　　　　　　　　　　　

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会副会長（新潟青陵大学非常勤講師）田嶋雄洋氏　　　　

燕市家庭児童相談員（元新潟県公立中学校長）　樋山利浩氏　　　　　　　　　　

ゲスト・ティーチャー（元糸魚川市役所職員）樋口和子氏

上越市教育委員会（元新潟県公立小学校長）佐久間俊明氏

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会（元新潟県公立中学校長）流石光信氏

子どもの体力・運動能力の実態と健康・体力づくり

日　時

7月18日（日） 　受　　 付    9:00～9:25
　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9:25～9:30
　講　　 習    9:30～17:00
（うち認定試験16:10～17:00）

8月 3日（火） 時間数
６時間

主な対象
教諭(幼稚園、小・中学校)

養護教諭

上越　柏崎

概　要

子どもの体力・運動能力は、新潟県のみならず全国的にも低迷している。本講座では、幼・小・中それぞれの実態
から課題を共有し、その解消に向けた対応策の１つとして「いつでも」「どこでも」「だれもが」「簡単に」楽し

く実施できる体力チェック法と評価法を紹介し、それを活用した具体的な改善策を学びます。なお、子どもの健
康・体力づくりには教諭と養護教諭がデータを共有するとともに一体となって取り組むことが大切です。

講　師

糸魚川市（元新潟県公立小学校長）七澤伸一氏

東海大学名誉教授　西野　仁氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会事業委員長（元新潟県公立高等学校長）中村正友氏　　

新潟青陵大学福祉心理学部臨床心理学科准教授　中野　充氏　　　　　　　　　　

胎内市教育委員会指導主事（元新潟県公立小学校長）佐藤新一氏　　　　　　　　

講　師

概　要

様々な体験や身体活動の不足による運動が「できる子、できない子」、「すきな子、きらいな子」といった二極化
は幼児期から始まっており、年齢が進むにつれて増長し大きな課題となっている。本講座では、年齢に応じて誰で

も楽しくカラダを動かすことができるような運動あそびやスポーツ・レクリエーションを学年・学級づくりに活用
できるよう実技を通して指導・展開法を学びます。

学級づくりや健康・体力づくりのためのスポーツ・レクリエーション

日　時

7月22日（祝） 　受　　 付    9:00～9:25
　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9:25～9:30

　講　　 習    9:30～17:00
（うち認定試験16:10～17:00）

時間数

６時間

主な対象

教諭(幼稚園、小・中学校)
養護教諭

8月 6日（金）

    ９月20日（祝）

11月23日（祝）

上越市教育委員会（元新潟県公立小中学校長）佐久間俊明氏　　　　　　　　　　

ゲスト・ティーチャー　上越市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会会長　春日清美氏

(一社)新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会専務理事（元新潟県公立中学校長）渡辺耕司氏　　　　

上越

新潟

新潟

胎内

胎内

柏崎

    ９月19日（日）

11月21日（日）

レクリエーションを活用しコミニュケーション力を高める学習

日　時

7月17日（土） 　受　　 付    9:00～9:25

　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　9:25～9:30
　講　　 習    9:30～17:00
（うち認定試験16:10～17:00）

8月 2日（月）

    ９月18日（土）

11月2０日（土）

時間数
６時間

主な対象
教諭(幼稚園、小・中学校)

養護教諭

概　要

いじめ、不登校、授業崩壊等、これらは対象者間のコミュニケーションの不足から発生していると考えられる。そ
こで、レクリエーションを意図的、計画的に活用することによって子ども達の自己肯定感や他者への思いやりの心
を育み、コミュニケーション力を高めたい。本講習では、アイスブレイキングやホスピタリティーの手法を使って

楽しさとその効果を体感しながら展開技術を学びます。

講　師

上越

上越　柏崎
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４  受講料（1講習 6時間／日） ※テキスト代・教材費等は不要です。 

１講習受講の場合  6,000 円 

  ２講習受講の場合 12,000円  

  ３講習受講の場合 18,000円  

  

５ 定員 

各講習 上越市、胎内市、柏崎市：先着 50名  新潟市：先着 60名 

欠員有りの場合は、再募集します。再募集期間は当協会のホームページに掲載します。 

 この他、お困りの点はご相談ください。 

 

６ 修了認定の方法と成績評価の基準 

各講習は修了認定のための筆記試験（講習内容の基本的な事項の確認等）を実施します。無断

欠席や講習開始後１５分以上の遅刻、許可なき退席は修了認定を行いません。 

評価基準により、受講した講習の試験について 100点を満点として採点し、得点 60点以上につ

いて修了認定（履修証明書の発行）を行うこととします。 

 

７ 履修証明書について 

（１）履修証明書では認定・不認定のみを明示し、受講月の翌月末までに受講申請書の記載現住所に

郵送します。住所変更がある場合は速やかに当協会へお知らせください。 

（２）複数の講習日を受講される場合、開講日がもっとも遅い講習日を 1 通の証書として送付いたし

ます。 

（３）履修証明書を紛失した場合は、当協会ホームページから「履修証明書再発行届け」ダウンロー

ドし、事務局に提出してください。12／28～1／5の年末年始休業日と土・日・祝日を除く営業

日に到着した場合は、１週間ほどで返送いたします。 

 

８ 受講上の配慮を希望される方へ 

受講上の配慮を希望される方、例えば妊娠中やケガをしているので実技の見学を希望したい、

障害に対する配慮など不安や心配なことは受講日ではなく、事前にご相談ください。 

 

９ 保険の加入 

講習受講（移動区間を含む）に関わる保険は、主催者で加入しています。 

 

１０ 個人情報の取扱い 

提出いただいた個人情報及び認定試験の実施により取得した個人情報については、当協会にお

ける更新講習の実施に関する業務及び都道府県等教育委員会において、履修認定等に必要と認め

る場合にのみ利用し、それ以外で利用することはありません。 

なお、教員免許状更新講習の記録等のため、写真やビデオを撮影することがありますので、ご

了承ください。  

 

 

受講料お振込みの例 

Ａさん 新潟会場 3 日間（3 講習 18 時間）の場合、計 18,000 円 

Ｂさん 上越会場 1 日間（1 講習  6 時間） 

柏崎会場 1 日間（1 講習  6 時間）の場合、計 12,000 円 
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１１ お申込みから受講までの流れ 

本年度から受講の募集および決定は、教員免許状更新講習コンソーシアム新潟の管理システムで、

インターネットを利用しておこないます。受講希望者は、教員免許状更新講習コンソーシアム新潟

のホームページから「教員免許状更新講習管理システム」にアクセスし、希望する講習会にお申込

みください。本講習会は申込みだけでなく、受講申請書や受講料入金などの手続きを要します。 

なお、管理システムに未登録で当協会に受講申請書を送付した場合、先着順の対象とはなりませ

んのでご注意ください。 

 

受講までの流れ 

 

①教員免許状更新講習コンソーシアムのホームページを開く（受講希望者） 

アドレス（http://www.menkyokk-niigata.jp/） 

② ホームページ内の MENU「教員免許状更新講習管理システム」をクリックし、 

管理システムにアクセスする（受講希望者） 

アドレス（http://www.menkyokk-niigata.jp/system/） 

受講者向け操作マニュアルがダウンロードできます 

③ 利用者情報の登録（受講希望者） 

④ 講習会の申込み（受講希望者） 

⑤ 受講者の仮決定（新潟県レク協会） 

⑥ 「教員免許更新講習受講手続きについて」を仮決定の受講者にメール送信 

概ね、土日祝をのぞく 4日以内に送信（新潟県レク協会）   ※1  

（5日以上経過しても不達の場合は必ずご連絡をお願いします） 

⑦ 受講料のお振込み、並びに受講申請書を新潟県レク協会へ送付（受講者） ※2 

   注意！締切り期日を設けています。締切り期日は、⑥のメールに記載します。 

理由なく、締切り期日を過ぎた場合、申込みは取り消されますのでご注意ください。 

  ⑧ 受講者の確定。受講料と受講申込書を受理した段階で不備がない場合（新潟県レク協会） 

⑨ 「教員免許状更新講習受講確定のお知らせ」を確定受講者にメール送信（新潟県レク協会）  

⑩ 「教員免許状更新講習最終のご連絡」を講習日の約 1週間にメール送信（新潟県レク協会） 

⑪ 講習日に提出する受講票を管理システムから印刷し、講習日に受付に提出（受講確定者） 

 

※1 新潟県レク協会（n-kenrec@cap.ocn.ne.jp）からメールが受信できるように設定をお願いしま

す。例年、メール不達で手続きが進められない方がおられます。 

 

※2 受講申込書は、管理システムからダウンロードします。所属長の証明として、公印（私印は不

可）が必要となりますので、予め所属長にご確認ください。 

受講料のお振込み先は ゆうちょ銀行 のみとなります。 

 

 

 

 

http://www.menkyokk-niigata.jp/
http://www.menkyokk-niigata.jp/
http://www.menkyokk-niigata.jp/system/
mailto:n-kenrec@cap.ocn.ne.jp


5 

 

１２ 受講辞退（キャンセル）について 

やむを得ない理由で受講を辞退する場合は、欠員を待機されている受講者がいること、また受

講料の返還額に関わりますので、速やかにお電話でご連絡をお願いします。  

事務局【０２５－２８７－８７０９】     

講習日に、受講を辞退する場合は、受講確定メール（11-⑨）に、講習期間中のみに利用できる

緊急連絡先の電話番号を記載していますのでご連絡をお願いします。 

 

１３ 講習の中止及び延期、受講方式の変更について 

天災の発生や新型ウイルス感染症による感染拡大防止策により国、県、市の指導のもと講習の

自粛要請が発令され、開講できないと判断した時点で、「講習は中止または延期」か「対面受講を

インターネット受講に変更」とし、新潟県レク協会のホームページに掲載します。 

いずれの場合も当協会のホームページに掲載し、対象者にはメールでご連絡をいたします。 

 

１４ 受講料の返還について 

（１）全額返金 

①天災の発生や新型ウイルス感染症拡大防止策により、開催を中止する場合。 

②天災の発生や新型ウイルス感染症拡大防止策により、延期日に受講できず辞退、もしくは受講

方式の変更により受講を辞退する場合で、開催日 8日前までに辞退を申し出た場合。 

③勤務校等の業務、その他受講者の事情により受講できない場合で、開設日の 8日前までに辞退

を申し出た場合。 

（２）受講料の返金不可 

開設日～7日前までに辞退を申し出た場合は返金できません。 

（３）振込手数料は、主催者側に関わる理由で辞退する以外は、ご負担をお願いいたします。 

なお、受講料の返還手続きは、所定申請用紙「受講料返還請求書」の提出が必要です。当協会の

ホームページからダウンロードし、事務局に提出をしてください。また、提出期限は、辞退を申

し出た日から１４日以内です。理由がなく、期限を過ぎた場合は返還できませんのでご注意くだ

さい。 

 

１５ その他留意事項 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止（アルコール消毒、マスク着用、ビニール手袋着用

等）にご協力をお願いします。アレルギー等で着用できない場合は、予め対応方法をご連絡く

ださい。 

（２）講習当日は、講習開始前の受付時間内に受付を済ませてください。 

（３）講習開始後１５分以上の遅刻・許可なき退席は、講習を放棄したものとみなします。遅刻の場

合、公共交通機関の遅延等やむを得ない事由の場合は、状況が確認できた時点で必ず事前連絡く

ださい。 

（４）資料はひとり一部ずつ、講習会初日の配布となります。  

（５）不正行為等の理由で退場を命じられたものは、受講資格を失います。 

（６）受講中の録音・録画および写真撮影はご遠慮ください。 

（７）受講中は携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定してください。    
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（８）貴重品は各自の責任において管理してください。万が一盗難その他の事故がありましても、当

協会ならびに各会場管理者は責任を負いかねます。 

（９）昼食を持参された場合は、各会場の指示に従ってください。 

（１０）各会場には駐車場はありますが、確保しているものでありません。他団体のイベントと重な

る場合もあり駐車場が混雑する可能性がありますので、事前に受講会場の駐車場状況をご確認

ください。 

（１１）お弁当を注文は、当協会のホームページからお弁当注文用紙をダウンロードして、受講申請

書に同封して下さい。代金は開設日当日に受付でお支払いください。お申込み期間は、各会場

の受講募集期間と同様です。 

 

１６ お問い合せ・申込書類送付先 

〒950-0933 

新潟市中央区清五郎 67番地 12デンカビッグスワンスタジアム内 

一般社団法人 新潟県レクリエーション協会 

教員免許状更新講習 担当事務局 宛 

電話：025-287-8709 FAX：025-287-8710 

E-mail：n-kenrec@cap.ocn.ne.jp 
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