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１ 目的 

 

 兵庫教育大学では，文部科学省から「学校教育における外部人材活用事業」の委託をうけ「就職氷

河期世代を対象とした教職に関するリカレントプログラム（更新講習型プログラム）を実施します。

本プログラムは，免許状更新講習を提供するとともに，教員として勤務するために必要な知識・技能

の習得をサポートするプログラム（教員採用試験・教職サポート講習）を開設します。 

多数の応募をお待ちしております。 

 

２ プログラムの特徴 

 

 就職氷河期世代の教員免許状が休眠状態にある方々を対象に，小・中学校を中心としたオンライン

型免許状更新講習及び教員採用試験・教職サポート講習を開講します。 

両講習は，本学の特色である教員養成スタンダードの５領域「学び続ける教師，教師としての基本

的素養，子ども理解に基づく学級経営・生徒指導，教科等の指導，連携・協働」を基盤とした内容と

しており，教師に求められる資質・能力を確実に修得いただける内容となっています。 

 

３ 受講資格 

 

 次の条件を全て満たす方を対象とします。 

 ① 次のいずれかに該当する教員免許状を所有している方 

    Ａ．修了確認期限又は有効期間満了日が令和５年３月３１日までの教員免許状 

    Ｂ．既に修了確認期限が過ぎた教員免許状 

 ② 本プログラム受講後に，教員採用試験を受験又は臨時的任用リストへ登録するなど教員として

勤務する意思のあること（教職未経験者又は教員経験はあるものの学校現場から長く離れている

方） 

 ③ WEBカメラ・マイクを使用できる PC・ネットワーク環境があること 

   ※ＰＣの推奨環境は以下のとおりです。 

デバイス ＯＳ ブラウザ 

Windows PC 
Windows8.1，Windows10 

※推奨環境：Windows10 

Chrome，Edge 

※推奨環境：Chrome 

Mac 
OS10.13以降 

※推奨環境：mac OS 10.14 

Safari，Chrome 

※推奨環境：Safari 14 

タブレット 

iPad 
iPad OS 

※推奨環境：iPad OS 14.4 

Safari，Chrome 

※推奨環境：Safari 14 

Android 
Android 8，9，10 

※推奨環境：10 

Chrome 

※推奨環境：Chrome 

スマートフォン 

iPhone 
iOS 13，14 

※推奨環境：iOS 14.4 

Safari，Chrome 

※推奨環境：Safari 14 

Android 
Android 8，9，10 

※推奨環境：10 

Chrome 

※推奨環境：Chrome 
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４ 申込受付期間 

 

  令和３年６月２１日（月）１３：００～令和３年７月２日（金）１７：００ 

 

５ 募集定員 

 

  教員採用試験・教職サポート講習の一部の講習のみ上限があります。 

（詳細は７ページをご覧ください。） 

 

６ 申込方法 

 

  申し込みはｗｅｂ申込みのみとなります。 

  専用ｗｅｂフォームは６月中旬に以下のホームページへ掲載予定です。 

  <URL>https://www.hyogo-u.ac.jp/about/gp/recurrent_program.php 

 

７ 受講料 

 

  無料  

  ただし，以下の条件を満たさない方の受講料は，４８，０００円とします。 

 

【無料対象者】 

 プログラムの受講前に教員採用試験の受験や臨時的任用リストへの登録など学校現場で勤

務する意思があることを書面により確認でき，かつ以下の２つの要件に該当する方は，受講料

が免除されます。 

① 令和３年７月３１日時点（基準日）において，35歳以上 55歳未満の方 

② 基準日から起算して過去１年間正社員として雇用されていない方，かつ，基準日から起

算して直近５年間に正社員としての雇用期間が通算一年以下の方や，概ね一年以上の間に

臨時的・短期的な就業を繰り返すあるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すな

ど不安定就労の期間が長い方，非正規雇用の就業経験が多いあるいは就職後の就業期間が

短いなど安定した就労の経験が乏しい方 

 

  

https://www.hyogo-u.ac.jp/about/gp/recurrent_program.php
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８ 申込・受講の流れ 

 

   ①             ②             ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 事  項 

令和３年６月中旬 申込み専用サイトの開設 

令和３年６月 21日(月) 

～ 

令和３年７月２日(金) 

受講申込み期間 

７月９日（金） 受講料の請求書又は受講料免除決定通知書を送付 

７月 16日（金） 受講料納入期限 

    ７月 25日頃 受講決定通知の送付 

    ８月２日(月) 

～ 

    ９月 30日(木) 

免許状更新講習の受講 

    11月下旬 免許更新に係る履修認定証明書の送付 

    10月下旬 

～ 

令和４年７月上旬 

教員採用試験・教職サポート講習 

    １月５日(水) 

～ 

    １月 13日(木) 

教員採用試験・教職サポート講習（個別対策サポート）の 

追加申込み期間 

 

  

受講申込 

免許状 

更新講習 

の受講 

教員採用試

験・教職サ

ポート講習

の受講 

希望者のみが 

希望講習のみを受講 
全員が必ず受講 
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９ 講習の概要 

● 免許状更新講習は，必修領域１講習・選択必修領域１講習・選択領域３講習の合計５講習を受

講する必要があります。

● 各講習には，募集定員はありませんので，申込者全員が受講できます。

① 小学校教諭免許状所有者向け講習

区分 講習名 担当教員 備 考 

必修領域 学校づくりに活かす教育の最新事情－学校知の再構成－ 

安藤 福光 

坂口 真康 

山本 真也 

山中 一英 

必ず受講 

選択必修領域 
教科横断型グローバル人材育成教育と SDGs 

－『写真で学ぼう！地球の食卓』を用いて－ 
川﨑 由花 必ず受講 

選択領域 

子どもに対する教師の見方をふりかえる 

－学級経営の充実のために－ 
秋光 恵子 

３講習を選択して受講 

外国人児童生徒等教育の基礎 

－多文化共生のための学校・教室づくり－ 
岡崎  渉 

力のつく，楽しい説明的文章の授業づくり 吉川 芳則 

教育支援のための画像処理ソフトウェア仕様の初歩 高木 厚子 

メディアを活用した国語科授業について考える 羽田  潤 

気になる行動を示す発達障害児に対する問題解決支援！ 
岡村 章司 

井澤 信三 

② 中学校・高等学校教諭免許状所有者向け講習

区分 講習名 担当教員 備 考 

必修領域 学校づくりに活かす教育の最新事情－学校知の再構成－ 

安藤 福光 

坂口 真康 

山本 真也 

山中 一英 

必ず受講 

選択必修領域 
教科横断型グローバル人材育成教育と SDGs 

－『写真で学ぼう！地球の食卓』を用いて－ 
川﨑 由花 必ず受講 

選択領域 

子どもに対する教師の見方をふりかえる 

－学級経営の充実のために－ 
秋光 恵子 

３講習を選択して受講 

外国人児童生徒等教育の基礎 

－多文化共生のための学校・教室づくり－ 
岡崎  渉 

力のつく，楽しい説明的文章の授業づくり 吉川 芳則 

教育支援のための画像処理ソフトウェア仕様の初歩 高木 厚子 

持続可能な部活動の指導と運営 
森田 啓之 

有山 篤利 

メディアを活用した国語科授業について考える 羽田  潤 

（１）免許状更新講習 

※ 講習名をクリックいただきますと，シラバスにリンクします。

https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-H1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-H1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-SH1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-SH1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S2.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S2.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S8.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S3.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S3.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S4.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S4.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S5.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S5.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S6.pdf
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③ 特別支援学校教諭免許状所有者向け講習

区分 講習名 担当教員 備 考 

必修領域 学校づくりに活かす教育の最新事情－学校知の再構成－ 

安藤 福光 

坂口 真康 

山本 真也 

山中 一英 

必ず受講 

選択必修領域 
教科横断型グローバル人材育成教育と SDGs 

－『写真で学ぼう！地球の食卓』を用いて－ 
川﨑 由花 必ず受講 

選択領域 

特別支援教育基礎論（教育課程と自立活動の理解） 内海友加利 必ず受講 

気になる行動を示す発達障害児に対する問題解決支援！ 
岡村 章司 

井澤 信三 
必ず受講 

子どもに対する教師の見方をふりかえる 

－学級経営の充実のために－ 
秋光 恵子 

１講習を選択して受講 

外国人児童生徒等教育の基礎 

－多文化共生のための学校・教室づくり－ 
岡崎  渉 

力のつく，楽しい説明的文章の授業づくり 吉川 芳則 

教育支援のための画像処理ソフトウェア仕様の初歩 高木 厚子 

メディアを活用した国語科授業について考える 羽田  潤 

④ 幼稚園教諭免許状所有者向け講習

区分 講習名 担当教員 備 考 

必修領域 社会・子どもの変化と教育の課題 
鈴木 正敏 

小川 修史 
必ず受講 

選択必修領域 新しい幼稚園教育要領と子どもに培う資質能力 鈴木 正敏 必ず受講 

選択領域 

主体的に学ぶ子どもたちを育てる保育を目指して 鈴木 正敏 必ず受講 

子どもに対する教師の見方をふりかえる 

－学級経営の充実のために－ 
秋光 恵子 

２講習を選択して受講 
特別支援教育基礎論（教育課程と自立活動の理解） 内海友加利 

教育支援のための画像処理ソフトウェア仕様の初歩 高木 厚子 

気になる行動を示す発達障害児に対する問題解決支援！ 
岡村 章司 

井澤 信三

※　講習名をクリックいただきますと，シラバスにリンクします。

https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-H1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-H2.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-SH1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-SH2.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S8.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S8.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S2.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S7.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S7.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S9.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S4.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S4.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S3.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/facility/create/2021RE-S5.pdf
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● 教職サポートの№１と２の対面での受講人数は調整する場合があります。 

● 個別対策サポート（№14～19）へ申込み出来る方は，教員採用試験対策サポートの№６・７・

９・10・12（又は 13）の５講習全てを申込みされた方のみが申込みできます。 

 

 ① 教職サポート 

№ 講習科目名 日程 講習概要 募集定員 

１ 最近の教育（保育）現場を知る 令和３年 10月 31日（日） 

同期型オンライン又は対

面で受講 

教職未経験者や学校現場

から長く離れている方を

主な対象に最近の教育現

場について講話を行う。 

なし 

 

２ 今日的教育課題 令和３年 11月 14日(日) 

同期型オンライン又は対

面により受講 

 

教職未経験者や学校現場

から長く離れている方を

主な対象に今日的教育課

題について，講話を行う。 

３ 授業づくり 

＊小・中・高教諭免許状所有者向け 

令和３年 11月中旬に 

VOD配信 

授業づくりについて講話

を行う。 

４ 環境を通して行う教育・保育 

＊幼稚園教諭免許状所有者向け 

令和３年 11月中旬に 

VOD配信 

乳幼児期における環境を

通して行う教育・保育につ

いて講話を行う。 

５ 現職教員から学ぶ 令和４年３月中旬に 

VOD配信 

現職教員による講話 

 

 ② 教員採用試験対策サポート 

№ 講習科目名 日程 講習概要 募集定員 

６ 筆記試験対策① 令和３年 12月中旬に 

VOD配信 

教員採用試験，筆記試験，

小論文対策等について解

説する。 

なし 

 

７ 筆記試験対策② 令和３年 12月中旬に 

VOD配信 

筆記試験で出題される教

育に関する基本確認事項

について解説する。 

８ 教員採用試験の願書や自己アピ

ールシートについて 

令和４年１月中旬に 

VOD配信 

教員採用試験の願書や自

己アピールシートの記載

事項について解説する。 

９ 面接対策① 令和４年１月中旬に 

VOD配信 

面接対策（自己分析，個人

面接）について解説する。 

10 面接対策② 令和４年２月中旬に 

VOD配信 

面接対策（場面指導・集団

討論）について解説する。 

11 集団討論・集団面接の実演を見

て学ぶ 

令和４年２月中旬に 

VOD配信 

集団討論・集団面接の実演

動画を視聴。 

12 模擬授業対策 

＊小・中・高教諭免許状所有者向け 

令和４年３月中旬に 

VOD配信 

採用試験で課される模擬

授業対策について解説。 

13 模擬保育対策 

＊幼稚園教諭免許状所有者向け 

令和４年３月中旬に 

VOD配信 

採用試験で課される模擬

保育対策について解説。 

 

 

（２）教員採用試験・教職サポート講習 

希望する講習 

のみ受講可 

希望する講習 

のみ受講可 
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 ③ 個別対策サポート 

№ 個別対策内容 備考 募集定員 

14 面接，模擬授業，小論文等（第１回） 

令和４年２月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

 

５０人 

（先着順） 

15 面接，模擬授業，小論文等（第２回） 

令和４年３月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

16 面接，模擬授業，小論文等（第３回） 

令和４年４月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

17 面接，模擬授業，小論文等（第４回） 

令和４年５月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

18 面接，模擬授業，小論文等（第５回） 

令和４年６月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

19 面接，模擬授業，小論文等（第６回） 

令和４年７月 

同期型オンライン又は対面に

より受講 

    ※ 個別対策内容や日程の詳細は，申込者と調整のうえ決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 問い合わせ先 

 

  兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター 

  〒673-1494 兵庫県加東市下久米９４２－１ 

  TEL 0795-44-2421（平日 9:00～17:00） 

  E-mail: kykk-recurrent-q@ml.hyogo-u.ac.jp 

    URL: https://www.hyogo-u.ac.jp/about/gp/recurrent_program.php 

 

令和２年度個別対策の様子 

mailto:kykk-recurrent-q@ml.hyogo-u.ac.jp
https://www.hyogo-u.ac.jp/about/gp/recurrent_program.php



