
 

- 1 - 
 

令和２年度 

東京学芸大学就職氷河期世代を対象とした教職に関する 

リカレント教育プログラム事業募集要項 

 

１ 概要 

 教職を志望する就職氷河期世代に対して、教員免許状更新講習による免許更新の機会を提供す

るとともに、学校現場で勤務するために必要な知識・技能を身に付けられるプログラムを一体的

に提供することで、実践に即した指導力の向上を図り、その意欲・能力をいかして学校現場で活

躍できるよう支援を行います。 

 

 ２ 受講対象者 

次の全ての要件を満たす方とします。 

（１） 令和２年７月末日時点において、年齢が３５歳以上５５歳未満の方 

（２） 令和２年度に、東京学芸大学で実施する eラーニング教員免許状更新講習（KAGAC）を受

講する方 

（３） 令和元年７月末日から起算して過去１年間に、正規職員として雇用されていない方 

（４） 本プログラムを受講後、教員（常勤・非常勤を問わない。）として学校現場で勤務する意

思のある方 

 

３ 募集定員 

   ５０名（先着順） 

 

 ４ 受講料 

   無料 

   ※ 教員免許状更新講習受講料は、別途規定の額を徴収します。 

 

 ５ 実施内容 

   受講者には、本学 eラーニング教員免許状更新講習（KAGAC）に加え、下記（１）から（４）ま

でのプログラムを受講いただきます。 

   なお、（２）～（４）については、受講は任意とします。 

   

（１） （２） （３） （４）

項目 指導力養成講習
本学附属小中学校
における授業参観

教師力向上講習（仮称） 教員採用試験対策講座

形式 eラーニング 対面形式 対面形式 eラーニング

実施内容

学校現場で勤務するために
必要な最新の知識・技能を
身に付けることを目的とし
て、計５講習程度（３０時
間程度）を提供する。

本学附属小中学校の授業を
参観し、実践に即した教師
力の養成を図る。

教師としての心得等を講義
する。左記（２）の授業参
観と同日に実施する。

教職教養講座や教員採用試
験合格に向けた面接講座を
提供する。

受講 必須 任意 任意 任意

実施時期
令和２年１２月から

令和３年３月３１日まで
令和２年１１月頃 令和２年１１月頃

令和２年１２月から
令和３年３月３１日まで  
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６ 申込期間 

令和２年８月３日（月）から令和２年１０月８日（木）まで 

なお、定員に達し次第、申込受付を終了します。 

 

 ７ 申込方法 

下記書類を揃え、本学宛て郵送してください。本学で申込書類を受理後、受講者にはメール

で詳細を通知します。 

 

【提出書類】 
（１）別紙様式１「リカレント教育プログラム申込書」 

（２）別紙様式２「経歴書」 

 

【送付先】 
   〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1 

東京学芸大学 大学院課 現職教育支援室 免許状更新講習係 
 

８ 受講後 

    本プログラムの受講後、本学が別途指定する期日までに「受講報告書」を提出いただきます。 

 

  ９ 東京都公立学校臨時的任用教員（産休育休代替）及び東京都公立学校時間講師の採用候補者登録

等について 

 本プログラムを修了した受講者のうち、希望者については、本プログラムの修了をもって「東京

都公立学校臨時的任用教員（産休育休代替）」（※１）の特別認定候補者として登録することが可能

です。 

また、「東京都公立学校時間講師」（※２）の採用候補者名簿への登載を希望される方には、東京

都教育委員会から東京都公立学校時間講師採用候補者選考の御案内を送付いたします。 

 これらの希望の有無については、受講申込書提出時に意思確認させていただきますので、希望さ

れる方は、その旨お申し出ください。 

 

（※１）東京都教育委員会では、教員の妊娠出産休暇及び育児休業の取得により欠員が生じた際に、

代替として勤務していただく「産休育休代替教員」を募集しています。詳細は、下記 URL をご確認

ください。   

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/maternity_leaving_alternate.html 

 

   （※２）東京都教育委員会では、東京都公立学校（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校及び特別支援学校）の各学校において、正規教員以外に時間講師で対応する授業時間数

が生じた際に、時間講師の方を任用し、各授業を担当していただいております。詳細は、下記 URL

をご確認ください。   

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/recruit/teacher/part-time.html 

 

  １０ 注意事項 

  （１）受講資格 

    本講習は、文部科学省による「就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教育プログ

ラム事業」の一環として実施するものであり、就職氷河期世代を対象とした支援事業である趣旨か

ら、受講資格のない方や教員として就職する意思のない方は受講できません。 
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（２）受講の制限 

受講者の安全を確保するため、以下の場合には、講習の受講を原則として認めません。また、受

講途中で以下の事項が判明した場合には、原則としてその時点で講習の受講を打ち切ることとしま

す。 

① 学校感染症に感染、またはその疑いのある場合 

② その他本学が受講困難と判断した場合 

 

（３）講習の中止 

自然災害の発生、公共交通機関の運休、講師の急病等により一部講習を中止することがあり、そ

の場合には、原則として代替の講習は実施しません。 

 

（４）無断転載等の禁止  

本事業で提供する全ての情報（文章、画像、その他の著作物等）について、流用・インターネッ

ト上での無断転載を禁止します。 

 



別紙１

フリガナ

氏名

性別 男性・ 女性 年齢
（令和２年７月末時点）

電話
（携帯可）

メール
アドレス

フリガナ

名簿登載
希望の有無

案内送付
希望の有無

【問合先】
東京学芸大学 大学院課現職教育支援室免許更新講習係
〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4－1－1
電話番号  ：042-329-7120（受付時間：平日9時～12時/13時～17時）
ＦＡＸ番号：042-329-7118 メール：kkikaku@u-gakugei.ac.jp

リカレント教育プログラム申込書

※ 名簿登載を希望される場合、東京都教育委員会に本プログラムの申込情報及び
受講状況等を提供することに、同意したこととみなします。

※ 案内送付を希望される場合、東京都教育委員会に本プログラムの申込情報及び
受講状況等を提供することに、同意したこととみなします。

住所

生年月日

〒

（申込みが完了している場合に記入してください。）
KAGAC

申込み状況

申込状況

「東京都公立学校時間講師」の採用候補者選考案内の送付希望の有無
※ 募集要項９項に記載のとおり、希望者については、東京都教育委員会から「東京都公立学校時間講師

採用候補者選考」の御案内を送付いたします。詳細は、募集要項をご確認ください。

希望する・希望しない

未 ・ 済

「東京都公立学校臨時的任用教員（産休育休代替）」名簿登載希望の有無
※ 募集要項９項に記載のとおり、希望者については、本プログラムの修了をもって「東京都公立学校臨時的

任用教員（産休育休代替）」名簿の登載が可能となります。詳細は、募集要項をご確認ください。

希望する・希望しない

受講を希望
する理由

① 正規教員としての就職を希望
② 非正規教員としての就職を希望
③ その他

理由（番号を１つ選択） （詳細を記載してください。）

受講者ID



から

まで

職務内容

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

年　　　月 から

年　　　月 まで 　　　年　　　月 間

経歴書

２　学校卒業後、申込時点までの経歴を記入してください。

在職期間 合計年月数

在学期間

氏名

勤務先学校名・企業名 雇用形態（正規・非正規等）

１　最終学歴を記入してください。

※ 直近の職歴から順に記入をしてください。

※ 行が不足する場合は、適宜追加してください。

1

卒業大学・大学院 学部・学科名

年　　　月

年　　　月

2

4

3

6

5

8

別紙２

11

※ 雇用形態や在職期間が不明な場合には、お分かりになる範囲でご記入ください。

9

10

7



令和２年度 
東京学芸大学就職氷河期世代を対象とした教職に関する 

リカレント教育プログラム事業 Q＆A 
 

（受講対象） 
 Q 本プログラムに申し込むに当たって、e ラーニング免許状更新講習（KAGAC）は何

講習以上受講する必要がありますか。 
 A  e ラーニング免許状更新講習（KAGAC）を１講習以上お受けいただく方が対象と

なります。なお、お受けいただく講習科目や教科は問いません。 
 

Q 他大学と抱き合わせで e ラーニング免許状更新講習（KAGAC）を受講した場合
も、本プログラムの受講は可能ですか。 

 A 可能です。e ラーニング免許状更新講習（KAGAC）を１講習以上お申込みされてい
る方が対象となります。 

 
 Q 直近１年間は正規教員・正規職員として勤務したことはありませんが、過去正規教

員として勤務していたことがあります。この場合も、受講対象となりますか。 
 A 受講対象となります。直近１年間正規職員として勤務していない方が、受講対象と 

なります。 
 

Q 所持する免許状の種類や領域に決まりはありますか。  
A 免許状の種類や教科・領域は問いません。 
 

（受講環境） 
Q 本プログラムの受講に費用はかかりますか。 
A 本プログラムの受講料は無料ですが、e ラーニング免許状更新講習（KAGAC）の講

習料は規定の額を徴収します。また、本学にお越しいただくための交通費や e ラー
ニングを受講するための設備費・通信費等は自己負担となります。 

 
Q 本プログラムの受講に必要な機材や道具はありますか。 
A 動画を視聴するためのパソコンやタブレット、通信環境が必要となります。 

 
（実施内容） 
 Q 募集要項の実施内容に記載された、「指導力養成講習」とは具体的にどのようなもの

でしょうか。 
 A 現時点では、下記の５講習予定をしております。 



※ 講習名等は一部変更になる可能性があります。 
 

・「アクティブ・ラーニングとファシリテーターの技法」 
・「教科横断的な授業の開発と STEAM 教育の視点」 
・「教育のためのデータサイエンス」 
・「学校経営環境としての教育政策、教育行政、教育法制」 
・「AI 時代と次世代の学校、教科、教師」 

 
（受講申込後） 
 Q 本プログラムの受講申込後、自身の都合により受講を継続できなくなった場合、受

講を中止することはできますか。 
 A 原則として必須のプログラムを全て受講することを前提にお申込みください。万が    
   一途中で受講を中止する場合も、受講後に実施する「受講報告書」はご提出いただ

きます。 
 
（受講後） 
 Q 本プログラムを受講した場合、必ず教員採用試験を受験、又は臨時的任用教員への

登録をしなければいけないのでしょうか。 
 A 本プログラムは、常勤・非常勤教員として勤務する意思のある方を受講対象として

おりますので、受講後は、極力ご自身の就職活動に繋げてください。 
 

 
（問合せ先） 

東京学芸大学大学院課現職教育支援室免許状更新講習係 
〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1 

(TEL) 042-329-7120 (E-MAIL) kkikaku@u-gakugei.ac.jp 
※電話による問い合わせ 平日の 9 時～12 時、13 時～17 時 


