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令和３年度 
 

教員免許状更新講習 

受講要項 
 

 

椙山女学園大学 
                                              

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
〒464―8662 名古屋市千種区星が丘元町１７番３号 

担 当：学務部教務課更新講習担当 

電 話：（０５２）７８１‐１１８６（代表） 

             ：（０５２）７８１‐６４６６（直通） 

ＦＡＸ：（０５２）７８１‐７０３０ 

メール：kyoumu@ml.sugiyama-u.ac.jp 

大学ホームページ：http://www.sugiyama-u.ac.jp/ 

  

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う愛知県への緊急事態宣言の発令、まん

延防止措置の適用、または本学における集団感染等の状況が生じた際は、オン

ライン型講習への変更あるいは対面型講座の中止または延期をする場合があり

ます。変更の際は本学 HP 等で周知します。 
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《対面実施講座》 

必 修 領 域 

講座名 日 程 受講対象 

Ａ-１ 
学校教育と子どもを巡る 

最新動向（１） 

７／２４（土） 

（６時間） 

全教員 

（定員：７５名） 

 

選  択  必 修 領 域 

講座名 日 程 受講対象 

Ｂ１-１ 
学習指導要領の改訂と 

学校危機管理（１） 

７／３１（土） 

（６時間） 

全教員 

（定員：７５名） 

 

選 択 領 域 

講座名 日 程 受講対象 

Ｃ１ 現代数学の考え方と学校教育 
８／２（月） 

（６時間） 

小学校教諭、中高数学科教諭 

（定員：３０名） 

Ｃ２ 音楽科の学習指導 
８／２（月） 

（６時間） 

小学校教諭、中高音楽科教諭 

（定員：２４名） 

Ｃ３ 外国語（英語）教育の課題と方法 
８／３（火） 

（６時間） 

小学校教諭、中高英語科教諭 

（定員：３０名） 

Ｃ４ 
がん教育と復学支援及び 

学校における救急救命 

８／３（火） 

（６時間） 

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、 

高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、 

栄養教諭 （定員：６０名） 

Ｃ５ 環境問題と食育の課題 
８／４（水） 

（６時間） 

中高家庭科教諭、栄養教諭 

（定員：６０名） 

Ｃ６ 国語科の教材研究と学習指導 
８／４（水） 

（６時間） 

小学校教諭、中高国語科教諭 

（定員：３０名） 

Ｃ７ 
教育における ICTと 

情報メディアの活用 

８／５（木） 

（６時間） 

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、 

高等学校教諭、特別支援学校教諭 

 (定員：６４名) 

Ｃ８ 
神経発達症群等（発達障害）への 

現場対応 

８／５（木） 

（６時間） 

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、 

高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭 

（定員：７５名） 
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Ｃ９ 家庭科の課題と最新研究 
８／６（金） 

（６時間） 

小学校教諭、中高家庭科教諭 

（定員：５０名） 

Ｃ１０ 
プログラミング教育と 

オープンデータの活用 

８／６（金） 

（６時間） 

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、 

高等学校教諭、特別支援学校教諭 

 （定員：４０名） 

Ｃ１１ 造形・絵画表現の指導方法と実践 
８／６（金） 

（６時間） 

幼稚園教諭、小学校教諭 

（定員：３０名） 

Ｃ１２ 小学校の外国語教育の方法と実践 
８／２０（金） 

（６時間） 

小学校教諭 

（定員：５０名） 

 

《オンライン実施講座》 

必 修 領 域 

講座名 日 程 実施方法 受講対象 

Ａ-２ 
学校教育と子どもを巡る 

最新動向（２） 

７／２４ 

～８／２０ 

（６時間） 

オンデマンド型 
全教員 

（定員：１５０名） 

 

選  択  必 修 領 域 

講座名 日 程 実施方法 受講対象 

Ｂ１-２ 
学習指導要領の改訂と 

学校危機管理（２） 

７／２４ 

～８／２０ 

（６時間） 

オンデマンド型 
全教員 

（定員：７５名） 

Ｂ２ 国際理解と異文化理解教育 

７／２４ 

～８／２０ 

（６時間） 

オンデマンド型 
全教員 

（定員：７５名） 

 

選 択 領 域 

講座名 日 程 実施方法 受講対象 

Ｃ１３ 
神経発達症群（発達障害）の 

理解と対応 

７／２４ 

～８／２０ 

（６時間） 

オンデマンド型 

幼稚園教諭、小学校教諭、 

中学校教諭、高等学校教諭、 

特別支援学校教諭、養護教諭 

（定員：１５０名） 
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◆受講料（※１時間、１，０００円を基準とします。） 

講座番号 受講料（円） 

Ａ１～Ｃ１３（全講座） 

※対面・オンラインとも同額 
 各 ６，０００円 

 

◆受講手続 

 １．募集期間について 

《卒業生》令和３年５月１７日（月）〈１０：００開始〉～５月２６日（水）〈１２：００終了〉 

《一 般》令和３年５月１９日（水）〈１０：００開始〉～５月２６日（水）〈１２：００終了〉 

※定員になり次第募集を停止させていただきます。 

※５月１７（月）・１８日（火）は本学卒業生の優先申込期間です。 

※対面型、オンライン型とも上記日程で募集します。 

 

２．受講条件について  

本学にて開設する更新講習の講座を受講できる方は、文部科学省の定める受講資格等に該当する方

です。オンライン型講座を受講される場合はこれに加え、パソコンでの操作に不安がなく、以下の受

講環境を用意できる方に限ります。詳細は別紙「受講にあたっての注意事項」をご確認ください。 

①講座実施期間内に、ご自分が優先的に利用できるパソコン（※）、インターネット環境を用意でき

ること 

※OSはWindows10またはMac OSX（ver10.12 Sierra以降）に限定します。  
スマートフォン、タブレット端末、Chrome Book等での受講はできません。  
また、本学のパソコン室等の設備を利用することはできません。  

②電子ファイルを紙に印刷する設備が用意できること（資料や解答用紙を印刷する必要があるため）  
 

 ３．受講申込み方法  

  ①受講申込（５月１７日（月）～５月２６日（水）） 

    大学ホームページ（http://www.sugiyama-u.ac.jp/）の【地域貢献・生涯学習】→  

【地域貢献】→【教員免許状更新講習】内にある申込みフォーマットへ、必要事項を 

入力してください。 

※ご入力いただいた情報は、受講後の履修証明書発行の際まで使用いたします。 

申込後の変更は承りませんので、お間違えのないようご入力ください。 

        ※メールアドレスは、携帯電話のメールアドレスでも可能です。 

    ※講座内容は「開講講座一覧」（ＰＤＦ）にて、確認してください。 

    ※今後、郵送物等はご入力いただいた勤務先へお送りします。(非常勤講師の方や、産休育休等でご

自宅への送付を希望される場合は、勤務先住所欄にご自宅住所を入力し、末尾に『(自宅希望)』と

ご記入願います。 
 

  ②受講確認メールの返信 

    受講登録の受付状況について、登録システムより自動的にメールで返信を行います。 

入力後、１５分程度で自動メールが送信されますが、１時間を経過しても確認メールが返信されない

場合は、念のため迷惑メールフォルダ等をご確認の上、ご連絡ください。 
 

  ③ＩＤ・パスワード・振込依頼書等の送付（６月上旬を予定） 

    募集期間終了後に、本学更新講習ポータルサイトへログインするためのユーザーＩＤ・パスワードと

http://www.sugiyama-u.ac.jp/
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受講料振込依頼書等を本学より送付します。 

 

  ④申込書入力・出力・送付及び受講料の振込 

    大学ホームページ（http://www.sugiyama-u.ac.jp/）の【地域貢献・生涯学習】→  

【地域貢献】→【教員免許状更新講習】内にある更新講習ポータルサイトをクリックしてください。

③で送付されたマニュアルに従ってログインし、受講申込書に必要事項を入力してください。入力後、

受講申込書をダウンロード（印刷）し、顔写真を貼付、捺印の上、在職等の証明（※所属長の職印）

を受け、申込書を本学へ送付、並びに受講料を納入してください。振込依頼書類到着後にキャンセル

される場合は、必ずご連絡をお願いします。ご連絡がない場合は、受講キャンセルが認められません。 

 

【送付先】 〒４６４－８６６２ 名古屋市千種区星が丘元町１７番３号 

椙山女学園大学 学務部教務課 更新講習担当係 

 

※受講料の納入方法 

    本学から送付する Smart Pit（スマートピット）カードにて、コンビニエンスストア 

（セブンイレブンを除く）から払込みをしてください。詳細は、送付される振込案内書に記載されてい

ます。受講申込書の到着及び受講料の納入をもって、正式に受講が可能となります。全受講講座につい

て一括で確認いたしますので、締切の厳守にご協力願います。 

 

  ⑤受講確認書の確認（６月下旬を予定） 

更新講習ポータルサイトから受講内容をご確認ください。ポータルサイト内のジャーナル機能を使

用し、講習に関するご案内をさせていただく場合があります。定期的にログインし、確認してください。 

 

⑥事前テキスト・当日スケジュールの発送（７月中旬を予定） 

事前テキスト及び当日スケジュールを郵送いたします。ご確認の上、当日お持ちください。 

 

◆受講講座の変更・受講辞退 

原則、申込み期間終了後の受講講座の変更・辞退はできません。やむをえず受講を辞退される場合は、受

講者ＩＤ及びお名前、ご連絡先、辞退する講座名を明記の上、至急、下記までご連絡ください。後日担当者

から確認の連絡をさせていただきます。なお、受講辞退の際は、次の取消料を頂戴し、差額分を返金いたし

ます。（電話ではお受けできません。） 

 【メール】kyoumu@ml.sugiyama-u.ac.jp  【ＦＡＸ】０５２－７８１－７０３０ 

 

受講取消し対象期間 受講取消し料 

①受講申込み当日から当該講座開始日の７日前まで ０％（振込み手数料が別途必要） 

②受講申込み後、当該講座開始日の６日前から前日まで 当該受講料の３０％（円未満切捨て） 

③受講開始日 当該受講料の１００％ 

 

 

 

 

http://www.sugiyama-u.ac.jp/
mailto:kyoumu@ml.sugiyama-u.ac.jp
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参考 

講座 
講座開催日 

（開始日） 
受講料 

受講取消し料：０％ 

（受講申込み当日から当該

講座開始日の７日前まで） 

受講取消し料：３０％ 

（受講申込み後、当該講座開始

日の６日前から前日まで） 

Ａ-１・Ａ-２・ 

Ｂ１-２・Ｂ２・Ｃ１３ 
７月２４日 6,000円 ７月１７日（土）迄 1,800円 

Ｂ１-１ ７月３１日 6,000円 ７月２４日（土）迄 1,800円 

Ｃ１・２ ８月 ２日 6,000円 ７月２６日（月）迄 1,800円 

Ｃ３・４ ８月 ３日 6,000円 ７月２７日（火）迄 1,800円 

Ｃ５・６ ８月 ４日 6,000円 ７月２８日（水）迄 1,800円 

Ｃ７・８ ８月 ５日 6,000円 ７月２９日（木）迄 1,800円 

Ｃ９・１０・１１ ８月 ６日 6,000円 ７月３０日（金）迄 1,800円 

Ｃ１２ ８月２０日 6,000円 ８月１３日（金）迄 1,800円 

 

◆当日の携行品について（対面型講座の場合） 

  受講確認書、事前テキスト、当日スケジュール、筆記用具、ノート等 

  ※携帯電話等のアラームの鳴るものは、受講中は電源をお切りください。 

  ※ご要望に応じて室温調節を行いますが、座席により肌寒く感じるお席もあります。カーディガン等をご

持参いただき、室温に合わせ調節が可能な服装でお越しください。 

 

◆遅刻・退室・早退等について（対面型講座の場合） 

  遅刻・早退及び受講中の退室等は、原則として認められませんのでご注意ください。 

 

◆注意事項 

 （１）受講申込み後の受講講座の変更は、原則として認められませんのでご注意ください。 

 （２）修了試験にあたっては、試験監督の指示に従ってください。不正行為があった場合は、講習の受講が

無効となる場合があります。 

 （３）キャンパスは全面禁煙となっております。 

 （４）昼食は各自でご持参ください。（学生食堂は、一部営業しています。） 

 （５）講習当日は、公共交通機関をご利用ください。 

 

◆修了認定試験 

 《対 面 型 講 座》修了認定試験（筆記試験や実技考査等）は、各講座の時間内において実施します。 

 《オンライン型講座》受講時間（６時間）とは別に郵送提出の試験を実施します。 

 

◆修了（履修）証明書 

  今回の講習を修了（履修）された受講者には、「免許状更新講習修了証明書」もしくは「免許状更新講習

履修証明書」を発行します。更新時には合計３０時間以上の証明書を添付して更新申請をすることになりま

すので、大切に保管してください。 
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◆不測の事態が発生した場合の措置 

  公共交通機関の事故等又は災害の発生、新型コロナウイルス感染症の急拡大による緊急事態宣言または

まん延防止措置の実施等、不測の事態が生じた場合、大学の判断により、対面型講座の中止、開講時間の繰

り下げまたは講座実施の延期をする場合があります。担当係にお問い合わせの上、開講の有無等を確認して

ください。また、大学ホームページにおいても閲覧できるようにします。 

 

◆対面型講座の講習会場・・・椙山女学園大学 星が丘キャンパス 

 （１）大学会館大講義室…講座Ａ、Ｂ１-１、Ｃ８ 

 （２）文化情報学部ﾒﾃﾞｨｱ棟…講座Ｃ７、Ｃ１０ 

 （３）教育学部棟…講座Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ９、Ｃ１１、Ｃ１２ 

 （４）看護学部棟…講座Ｃ４ 

 
◆託児所について 

 本学で実施する託児等のサービスはございませんのでご容赦ください。 

交 通：地下鉄東山線「星ヶ丘」下車 

⑥番出口より徒歩５分 

 
看護学部棟 

教育学部棟 

大学会館 


