
 

 

  

○ 受講対象者 

この講習は、以下の方を対象としています。 

文部科学省関連Web サイトに『修了確認期

限をチェック』が掲載されていますので確

認にご利用ください。 

 

 

平成 30年 3月31日に修了確認期限を迎える方 

平成 30年3月31日現在の年齢 生 年 月 日 

満 35 歳 昭和 57年 4月 2日～昭和 58年 4月 1日 

満 45 歳 昭和 47年 4月 2日～昭和 48年 4月 1日 

満 55 歳 昭和 37年 4月 2日～昭和 38年 4月 1日 

平成 31年 3月31日に修了確認期限を迎える方 

平成 31年3月31日現在の年齢 生 年 月 日 

満 35 歳 昭和 58年 4月 2日～昭和 59年 4月 1日 

満 45 歳 昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日 

満 55 歳 昭和 38年 4月 2日～昭和 39年 4月 1日 

 

 

 

 

[ここをクリックしてキャプションを追加します] 

 

免許状更新講習の認定一覧 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm
http://www.mext.go.jp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1365796.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1365796.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1365796.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1365796.htm


 

 

合計30時間の講習が

設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領  域 講 習 内 容 時 間 数 

必 

修 

領 

域 

「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」 「子供の発達に関する脳

科学、心理学等における最新の知見」 「子供の生活の変

化を踏まえた課題」等について、学校をめぐる近年の状況

変化や、専門職たる教員の役割などを踏まえ、教師にとっ

て自らの資質や力量を見直す機会になり、今後の教育実

践に役立つような体系的な講義を行う。 

 

 

 

6 時間 

 

 

選
択
必
修
領
域 

「学校を巡る近年の状況の変化」および「様々な問題に対

する組織的対応の必要性」を中心に専門職としての教員

の役割とは何かについて考える。特に「いじめ」「不登校」

「虐待」等の問題を対処すべき組織としての対応を考え、

今後の教育実践に十分役立つよう講義を行う。 

 

 

 

6 時間 

 

選 

択 

領 

域 

『英語教育について考える～変わるものと変わらないもの

～』をテーマに、文部科学省の施策や小中高大の接続の

問題や英語教育の今後の動向から、理論にもとづく語彙

の習得方法、言語学と英語教育、EXCEL等を用いた教材

作成法、また、web教材等を利用の英語学習理論と教材

紹介。授業をするときのclassroom Englishや異文化コミ

ュニケーションのワークショップ。英語教育理論を応用した

アクションリサーチ等。 

 

 

 

18 時間 

                    合   計                   30 時間 

全ての受講者が受講する領域。 

受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員

としての経験に応じ、選択して受講する領域。 

受講者が任意に選択する領域。 



 

平成２９年度の講習種と日程は以下の通りです。 

１）日程     

 

必修領域   平成 ２９年 ７月 ３１日(月） 

          選択必修領域 平成 ２９年 ８月 １日（火） 

          選択領域   平成 ２９年 ８月 ２日（水），３日（木），４日（金） 

※本学の選択領域は3日間（18時間）連続受講となっています。 

２）実施場所   

〒113-8668 

               東京都文京区向丘1-19-1      電話 03-3814-1661（代） 

文京学院大学 本郷キャンパス  

東京メトロ南北「東大前駅」下車（2番出口）                                                        

 

 

 

 

 

※  図をクリックして頂きますと、メトロ南北線のページを表示します。 

 

３）受講対象者及び定員  《中学校・高等学校教諭》 

必修領域 40名    選択必修領域 40名    選択領域 40名 

 

※ 募集につきましては、３月上旬を予定しております。当大学のホームページにてご案内させて

頂きますので（ ） 、２月中旬以降の更新状況を是非ご

確認ください。  ★上記 マークをクリック頂きますとホームページに移行します。 

こちらよりお越しください。 

http://www.u-bunkyo.ac.jp/center/teaching-profession/koushinkousyu.html
http://www.tokyometro.jp/station/todaimae/yardmap/index.html#adjacent


満足度 評価 満足度 評価

よい（十分満足した・十分成果を得られた） 34% よい（十分満足した・十分成果を得られた） 69%
だいたいよい（満足した・成果を得られた） 56% だいたいよい（満足した・成果を得られた） 27%
あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった） 9% あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった） 3%
不十分 1% 不十分 1%

満足度 評価 満足度 評価

よい（十分満足した・十分成果を得られた） 65% よい（十分満足した・十分成果を得られた） 74%
だいたいよい（満足した・成果を得られた） 30% だいたいよい（満足した・成果を得られた） 22%
あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった） 4% あまり十分でない（あまり満足しなかった・あまり成果を得られなかった） 4%
不十分 1% 不十分 0%

※当アンケートは、教員免許状更新講習開設において、文部科学省より定められており
ます、「様式第9号　免許状更新講習開設評価結果報告書」に基づいて作成したグラフ
となっております。(評価の表現も報告書の通り）

よい（十分満足した・十分

成果を得られた）

74%

だいたいよい（満足した・

成果を得られた）

22%

あまり十分でない（あまり満足しなかっ

た・あまり成果を得られなかった）
4%

（受講者数・会場・連絡等）

34%

56%

あまり十分でない（あまり満

足しなかった・あまり成果を

得られなかった）

9%

「教育最新事情に関する省察」
不十分 １％

69%

27%

あまり十分でない（あまり満

足しなかった・あまり成果を

得られなかった）

3%

不十分 １％

65%

30%

あまり十分でない（あまり満

足しなかった・あまり成果を

得られなかった）

4%

「英語教育について考える～変わ

るものと変わらないもの」
不十分 １％

受講時の様子

・ ６講座の全てにおいて自分の授業について多くの参考を頂けました。バラエティに富んだよく練られ

た内容で、今後英語教師として自信をなくしていたところですが、少し光を頂けた様な気がします。

・ 日々の授業で、つい現状に安住してしまいがちな心に刺激となりました。

・ 色々なアイデアが大変参考になり授業に役立つテクニックを教えていただきとても良かった。

・ 文科省系の正統派の先生ながら、非常にリベラルで現状を的確に捉えており有意義な研修でした。

・ 世間ではアクティブラーニング、アクティブラーニングと言われているが、その実践方法を学べた。ネ

イティブの先生の授業を期待の上こちらを受講し、それが期待以上のものだった。とてもよかった。

・ 実践的なティーチングテクニックをたくさん学べ、とても勉強になった。

・ ともすれば、講義形式になりがちなものをユーモアを含めて話しており、現場の教員の声も聞いてく

れて良い機会となった。

・ ICT機器を利用した活動など、授業を活発化させるたくさんのアクティビティーを教えてもらえた。

・ WEB検索で、選択講習の内容が英語教師向けだったこと、５日間で全講習が受講でき、一度で手続

きが済むので楽だと思った。

★一部のご意見を掲載させていただきました。


