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≪個人情報の取扱いについて≫ 

○ 駿河台大学は個人情報に関連する法令等を遵守し、これら個人情報の重要性を深く認識し、
細心の注意をもって管理します。 

○ 受講申込手続にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、教員免許状更
新講習業務に付随する事項を行うために適正な範囲内で利用し、以上の目的以外には利用し
ません。 

○ 上記に係る個人情報の取扱いに関するお問合わせは、駿河台大学学務部教務課へお願いしま
す。 
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Ⅰ．講習の概要について 
１.制度の概要 

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最

新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信

頼を得ることを目指すものです。免許状を更新するには、有効期間満了日前（修了確認期限

満了前）の２年間に３０時間以上（必修領域６時間以上、選択必修領域６時間以上、選択領

域１８時間以上）の講習を受講・修了することが必要となります。 

※本学での開設講習は、｢必修領域｣｢選択必修領域｣のみです。本学の開設講習だけで、修了

認定に必要な要件を満たすことはできませんので、注意してください。 

２.受講対象者 

Ａ．旧免許状（平成２１年３月３１日までに授与された免許状）を有する現職教職員等で、

下記の①または②に該当する方。 

※修了確認期限の確認については文部科学省の専用ホームページ 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm）を確認ください。 

① 平成 31年 3月 31日に修了確認期限を迎えられる下表の方。 

生年月日 

昭和３８年４月２日から昭和３９年４月１日までに生まれた方 

昭和４８年４月２日から昭和４９年４月１日までに生まれた方 

昭和５８年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた方 

② 平成 32年 3月 31日に修了確認期限を迎えられる下表の方。 

生年月日 

昭和３９年４月２日から昭和４０年４月１日までに生まれた方 

昭和４９年４月２日から昭和５０年４月１日までに生まれた方 

昭和５９年４月２日以降に生まれた方 

Ｂ．新免許状（平成２１年４月１日以降に授与された免許状）を有する現職教職員等で、授

与された免許状の有効期間満了までが２年２ヶ月の期間内にある方。 

※所持している新免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。有効期

間の異なる複数の免許状を所持している場合は、その最も遅く満了する日が、自動的に

全ての免許状の有効期間満了日となります。 

３.講習期間 

必修領域   平成３０年８月７日（火） 

選択必修領域 平成３０年８月８日（水） 

４.受講定員 

必修領域、選択必修領域  各４５名 

５.受講料（教材費を含む） 

必修領域   ６，０００円（１日間、計６時間） 

選択必修領域 ６，０００円（１日間、計６時間） 

６.講習会場 

駿河台大学飯能キャンパス（埼玉県飯能市阿須６９８） 巻末アクセスマップ参照 

※ 車による通学も可能です。ただし、当日駐車場が混雑することがありますので、時間に

余裕を持ってお越しください。



－３－ 

 

Ⅱ．受講までの流れ 

 

                 

仮申込期間：平成３０年３月１６日（金）午前 9：30 ～ ６月２２日（金）午後 5：30 

  ※受講仮申込のない方は、免許状更新講習の受講はできません。 

※仮申込は先着順とし、仮申込期間内であっても、定員になり次第締切
りとさせていただきます。 

  ※受講仮申込方法は、「Ⅲ.受講仮申込方法」を参照してください。 

 

 

受講仮申込受付後、受講許可通知及び本申込に必要な手続書類を発送します。 

なお、発送日については、以下の日程を予定しております。 

 発送日 発送対象者 

第１次発送日 4月 13日（金） 3/16（金）～4/6（金）までの仮申込者 

第２次発送日 5月 11日（金） 4/7（土）～5/4（金）までの仮申込者 

第３次発送日 6月  8日（金） 5/5（土）～6/1（金）までの仮申込者 

第４次発送日 6月 29日（金） 6/2（土）～6/22（金）までの仮申込者 

 

 

本学からの指定方法に基づき、振込み受付期間に最寄りの金融機関で受講料を振り込

んでください。振込み後の手続きについては本学の指定に従ってください。 

※講習開始日（必修領域８月７日、選択必修領域８月８日）までに受講辞退の申し出

があった場合は、受講料を返還いたします。 

 

 

本学から送付した所定の手続書類（「教員免許状更新講習受講申込書」、「事前アン

ケート」）に必要事項を記入の上、本学教員免許状更新講習係まで返送してください。 

なお、受講料の振込み及び必要書類の提出がない場合には、受講の意思がないものと

みなします。 

※申込手続期間（受講料納付を含む）は、受講許可通知発送日から概ね２週間程度を

予定しております。 

  

 

 

所定の手続きが完了した受講者全員に対し、６月２９日（金）以降に「受講票」及び

「受講に際しての注意事項」を送付します。この段階で講習受講に関する全ての手続

きが完了します。 

 

受講仮申込（先着順）※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる仮申込 

受講許可通知及び本申込手続書類等の発送 

受講料の振込み 

受講本申込 

本申込手続完了者へ 

『受講票』・『受講に際しての注意事項』の発送 
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Ⅲ．受講仮申込方法 

インターネットによる仮申込方法 

本学ホームページの教員免許状更新講習サイトにアクセスし、サイト上にある『教員免

許状更新講習仮申込入力フォーム』画面で以下の内容を入力の上、最後に、仮申込送信ボ

タンを必ず押してください。なお、仮申込入力フォームは、仮申込受付開始日の３月１６

日（金）午前９：３０より、サイト上で公開いたします。 

①講習領域 ②申込者氏名（フリガナ） ③性別 ④生年月日 ⑤電話番号 ⑥Ｅメール

アドレス ⑦所属する学校名・所在地 ⑧所持している教員免許の種類 ⑨申込者住所 

（注 1）仮申込は、インターネットによる申込のみとなります。電話、ハガキ、メールによる仮

申込は、受付けておりませんので、注意してください。 

（注 2）入力された内容に不足等がある場合には、仮申込を受付けない場合があります。 

（注 3）仮申込は先着順の為、仮申込期間内であっても、定員になり次第締切りといたします。 

（注 4）インターネットによる仮申込ができない方は、教員免許状更新講習係（042-972-1110）

まで早めにご連絡ください。 

（注 5）身体に障害を有する等、受講上特別な措置を必要とする方については、個別にご相談く

ださい。 

Ⅳ．受講本申込について 

（1）受講仮申込者の方へ受講許可通知及び本申込に必要な手続書類を発送します。本申込に必

要な書類は、以下の書類です。 

・『平成 30年度駿河台大学教員免許状更新講習受講申込書』（勤務先の校長印等が必要） 

・ 受講料振込用紙 

・ 事前アンケート 

(2) 所定の「受講料振込用紙」を使用の上、申込手続期間内に受講料を振り込んでください。 

(3) 申込手続に必要な書類を、申込手続期間内に提出（郵送）してください。 

(4) 所定の本申込手続の完了後、６月２９日（金）以降に「受講票」及び「受講に際しての注

意事項」を送付します。 

Ⅴ．受講辞退（キャンセル）について 

  受講を辞退される場合（仮申込者も含む）、必ず本学までご連絡（042-972-1110）ください。 

なお、講習開始日（必修領域８月７日、選択必修領域８月８日）までに、本人から受講辞退

の申出がなされた場合、当該受講料を返還いたします（返還方法については、別途ご連絡いた

します）。また、講習開始日以降（受講開始後の早退等も含む）の受講辞退については、受講

料の返還はいたしかねますので、ご了承ください。 

Ⅵ．履修認定について 

（1）講習の受講後（各日とも）に、論述試験による成績評価を行い、文部科学大臣が定める基

準に基づき、必修領域における履修認定を行います。 
（2）平成３０年９月７日（金）までに評価結果とともに履修証明書を送付します。 
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Ⅶ．時間割、講習内容について 

必修領域「教育の最新事情」 ８月７日（火） 

時間 事項等 概要 

9：00～9：20 オリエンテーション 内  容 講習の趣旨説明及び諸注意 

１時限目 

9：20～11：40 

「国の教育政策や世

界の教育の動向」 

「教員としての子ど

も観、教育観等につ

いての省察」 

講習内容 

日本の教育政策の動向を北米の教育の動

向、例えば、学校選択、多文化教育、ジェ

ンダー教育、等々と絡めて考えます。また、

教員に求められる民主的な資質や能力に

ついて、内外の具体的な事例を挙げながら

検討します。 

担当講師 鵜海 未祐子（現代文化学部講師） 

２時限目 

12：30～14：50 

「子どもの発達に関

する脳科学、心理学等

における最新の知見」 

「子どもの生活の変

化を踏まえた課題」 

講習内容 

この講習では、子どもの発達を脳神経科学

と心理学の知見を基に再考し、幼児・児

童・生徒の学校・社会生活への適応、また

それを支え促す家族への理解と支援につ

いて理解を深めます。さらに、社会構造の

変化に応じて学校が変わるべきところ、変

えずにおくべきことなどについて、キャリ

ア教育の視点から考察します。 

担当講師 永作 稔（担当者変更の可能性あり） 

３時限目 

15：00～16：25 
アンケート及び試験 内  容 本人確認、論述試験及びアンケート 

選択必修領域「教育をめぐる新たな状況」 ８月８日（水） 

時間 事項等 概要 

9：00～9：20 オリエンテーション 内  容 講習の趣旨説明及び諸注意 

１時限目 

9：20～11：40 

「法令改正及び国の

審議会の状況等」 

講習内容 

最近の中教審答申や法令改正を概観しな

がら、更新講習制度、「特別の教科」とし

ての道徳、「チーム学校」という考え方、

地域と学校との連携、アクティブ・ラーニ

ングの導入、ICT の活用など、教員の「資

質向上」をめぐる動向について考えたい。 

担当講師 秋池 宏美（現代文化学部教授） 

２時限目 

12：30～14：50 

「学校を巡る近年の

状況の変化」 

講習内容 

保護者の公教育観の変化、子どもの「貧困

化」とその対策、教育機会確保法による不

登校対策など、近年の学校を巡る状況の変

化について考えます。特に、アクティブ・

ラーニングについて考えます。 

担当講師 永作 稔（担当者変更の可能性あり） 

３時限目 

15：00～16：25 
アンケート及び試験 内  容 本人確認、論述試験及びアンケート 
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駿河台大学へのアクセス 

公共交通機関を利用し、本学に来校する場合は、最寄駅（飯能駅・元加治駅・金子駅）より無

料スクールバスを運行しておりますので、ご利用ください。 

【Ｔｒａｉｎ Ｍａｐ】 

 

【バスステーション】 

■飯能駅バスステーション          ■元加治駅バスステーション 

   

○西武池袋線「飯能駅」南口下車        ○西武池袋線「元加冶駅」下車 

･･･無料スクールバス７分            ･･･無料スクールバス５分 

 

■金子駅バスステーション 

 

○ＪＲ八高線「金子駅」下車･･･無料スクールバス８分 



－７－ 

【Ｒｏａｄ Ｍａｐ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問い合わせ先》 

駿河台大学学務部教務課 教員免許状更新講習係 

〒357-8555 埼玉県飯能市阿須 698 

Tel:042-972-1110 E-Mail：menkyo@surugadai.ac.jp 

《事務取扱時間》 

事務取扱時間は以下のとおりとなります。 

月曜日～土曜日 ９時００分～１７時３０分 

※ただし、日曜、祝日は、事務取扱いを行っておりません。 

 


