
講習の日程
【必修領域講習】

【選択必修領域講習】

【選択領域講習】

※対象の設定は受講を制限するものではありません。どの講習を受講されても免許更新に差し支えはありません。

※受講にはインターネットに接続したパソコン、タブレット、スマートフォンが必要です。

　インターネット接続が良好であることをご確認ください。

（）テキスト代・材料費等

※講座動画はYouTubeで配信します。

　YouTube の動画を視聴するには、最新のバージョンのブラウザ、オペレーティング システムを使用し、

時間/費用対象（※）

領域「健康」の実践例：生活リズム、食育、危険予防

小学校につなぐ幼児の数認識と文字学習の土台

幼保小連携と互いの理解　～幼児教育方法とその考え方を中心に～

定員

運動遊び実践２：良い姿勢と柔軟な体を育てる遊びの紹介

対象（※）

「見方・考え方を働かせる」学びとは

講習名

教育方法

子育て支援講座
「どならない練習」

「代わりの行動を教える」「一緒にやってみる」

「気持ちに理解を示す」「環境をつくる」

領域「健康」と「遊び」について

講習番号 定員 対象（※） 時間/費用

6時間小学校教諭

幼稚園教諭 6,000円

手袋人形づくり①・音楽表現「石鹸マン」

シフォンであそぼう

講習番号

学びの価値を実感するキャリア教育

必01

講習番号 定員

教育相談の理論と技法

今求められているキャリア教育とは

小学校からのキャリア教育

講習名

6時間

教育相談とメンタル
ケアの認知行動療
法
～個別と集団への
アプローチ～

小学校からのキャ
リア教育の推進

選必01

選必02

選01

選02

選05

選04

時間/費用

運動遊び実践1：良い姿勢のための基礎知識と運動の紹介

手話で歌おう「手をつなごう」

キャリア教育をデザインする

手袋人形づくり②・音楽表現「恐竜相撲」

作って歌おう
(びっくりシフォン・
手袋人形づくり・表
現遊び)

保育内容の指導法
「健康」

6,000円

個別のメンタルケアの認知行動療法（教育と医療の連携）

集団の認知行動療法（児童のための認知行動療法の授業実践）

児童のための認知行動療法の授業実践、まとめ・試験

300人

300人

小学校教諭

小学校教諭
幼稚園教諭

300人

講習名

◇教育の最新事情

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

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
（特別支援教育に関するものを含む）

特別な支援を必要とする児童が在籍する通常学級の経営課題

300人

300人

300人

幼稚園教諭
6時間

6,000円+（1,300円）

6時間
6,000円

幼稚園教諭

6時間
6,000円

小学校教諭
幼稚園教諭

6時間
6,000円

300人
小学校教諭
幼稚園教諭

6時間
6,000円

「ほめる」「待つ」「落ち着く」

ロールプレイング

「生物・心理・社会
からの発達障害の
理解」

発達障害の基本的理解

選03
学級での発達障害の表れ方と対応Q&A

300人 小学校教諭
発達障害と学校不適応

発達障害と愛着障害そしていじめQ&A/試験

「主体的・対話的で深い学び」について



募集要項

令和4年3月31日、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。

有効期間の満了の日が令和4年3月31日、令和5年3月31日である新免許状所持者。
※対象者の詳細は、文部科学省HPでご確認ください。

配信期間：令和3年8月16日（月）～8月31日（火）

受付期間： 令和3年4月16日（金）～6月15日（火）必着　
手続き方法：①下記『仮申込用紙』に必要事項をご記入の上、封書にてご郵送ください。

また、ホームページからも仮申し込みが可能です。

◇必修6時間、選択必修6時間、選択18時間、合計30時間の受講で講習が認定されます。

◇前年度の講習で一部の講習認定がされている方以外は、30時間の受講をお勧めします。

②受講決定者には、受講決定通知書及び必要書類を随時お送りいたします。

◇応募者多数の場合は、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。

③受講対象者にあたらない方には「受講不可通知」をお送りいたします。

④修了確認期限を延期している場合、受講期間は延期後の修了確認期限から起算する必要があり、
　受講期間外に講習を受講した場合、免許状更新のための講習として認められなくなります。

千葉敬愛短期大学　教員免許状更新講習　仮申込用紙

生年月日 （　　　　　　　歳）

（〒　　　　　　　－　　　　　　　）

住所

メールアドレス（必ず記載してください）

電話番号 携帯電話

①教育職員・教育の職（現職教員）

勤務先

勤務先住所 電話番号

②教員採用内定者/教育職員となることが見込まれるもの（臨時任用リスト搭載者等）

③教員勤務経験者

以前勤めていた勤務先

④認定こども園及び認可保育所の保育士

勤務先

勤務先住所 電話番号

⑤幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士

勤務先

勤務先住所 電話番号

受講講習希望

【必修領域講習（6時間）】 ※○で囲んでください

（小学校対象講習希望　　・　　幼稚園対象講習希望　　　・　　希望しない）

【選択必修領域講習（6時間）】 ※講習番号を記入してください

【選択領域講習（18時間）】

【選択Ⅰ】 【選択Ⅱ】 【選択Ⅲ】

最終学歴（学校名） （卒・修了）

昨年度までに履修している講座名・時間数

※講習番号を記入してください。（選択領域をすでに履修している人以外は3講座選択してください。）

受講対象者
の区分

①～⑤から
該当する区
分に○をし
て記入して
ください。

はい　　・　　いいえ修了確認期限の延期手続きをしている修了確認期限・有効期間の満了の年月日

男　　・　　女

キリトリ

３．手続き

１．受講対象者

２．実施日程

ふりがな

氏　　名

連絡先

　　　年　　　月　　　日

年　　　　　月　　　　　日

HP仮申し込み



千葉敬愛短期大学
〒 285-8567　千葉県佐倉市山王 1-9
TEL︓043-486-7111( 代 )  FAX︓043-486-2200
https://www.chibakeiai.ac.jp

令和３年度

教員免許状更新講習
オンデマンド （インターネット） 型

小学校教諭 ・幼稚園教諭対象

︓043-486-2200

申込から受講までの流れ

郵送又はホームページ仮申し込みフォーム
から申込してください。

・ 受講申込書作成
（写真貼付、 受講対象者であることの証明を受ける）

・ 別紙を参照し、 必要に応じてその他の資料
　を郵送してください。

・ 本人確認用写真をメールにて送信

・ アンケートフォームより事前アンケートを入力

・ 受講料振り込み

※講座視聴 URL が届いていることを必ず確認してくだ

さい。

試験問題は必ず直筆で回答し、 評価票と

一緒に郵送してください。

御自身で都道府県教育委員会が定める手順に
従って、 教員免許状更新の申請を行ってください。

仮申し込みの確認後、 受講決定を行います。

　 ・ 受講決定通知書

　 ・ 受講の手引き

　 ・ 受講申込書　

　 ・ キャンセル申請書

　　　ほか必要書類発送

   

受講申込書、証明書写真データ送付、事前アンケート、

受講料振込の確認が取れた時点で本申込み完了

となります。

講座開始日までにテキスト ・ 試験問題 ・ 評価票を

発送いたします。

④にて本人確認用写真を送付していただいたメール

アドレスに講座視聴 URL を講座ごとに送信します。

各講座採点を行い、 合格点に達していた場合

修了 （履修） 証明書を発送します。
　　合格点に達していない又は期日までに試験問題を郵送されない
　　場合、 直筆でない場合は修了証明書は発行されません。
    また、 評価票も必ず郵送をお願いいたします。
　　

受講者の方 千葉敬愛短期大学

①仮申込 ②受講決定

⑦申込書受理 ・受講料振込の確認

⑪修了（履修）証明書の発送

⑧テキスト ・ 試験問題 ・評価票の発送

⑨講座視聴URL を送信

③受講申込書郵送

⑫修了（履修）証明書受け取り

⑩試験回答 ・評価票記入

教員免許状更新講習受講
配信期間：2021 年 8 月 16 日～ 8月 31 日

締切 ： 6 月 30 日

締切 ： 9 月 10 日必着

4 月 16 日～ 6 月 15 日

8 月上旬

8 月上旬

10 月下旬ごろ

④証明写真データ送信

⑤事前アンケート

⑥受講料振り込み

締切 ： 6 月 30 日

締切 ： 6 月 30 日

締切 ： 6 月 30 日




