文部科学省 幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業

令和元年度
千葉大学

幼稚園教諭免許法認定講習
実施要項

受付開始日
2019 年 7 月 22 日(月)
本講習は、幼児教育コンソーシアム千葉大学･植草学園大学の下で実施されます。

本講習は、文部科学省の「幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業」の委託を受けて実施する講習
です。幼児教育の無償化等が進むなかで、幼児教育の質の確保や園運営の改善等のため、幼稚園教
諭二種免許状を有する方を対象に、幼稚園教諭一種免許状を取得するために必要な単位を修得する
機会を設け、その専門性のさらなる向上を図るものです。
なお、本講習は令和元年度の事業として開設するものです。次年度以降の開講は、未定であるこ
とをご承知おき願います。

千葉大学教育学部幼児教育教室
千葉大学教育学部附属教員養成開発センター
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― 文部科学省

幼稚園教諭免許法認定講習等推進事業 ―

「千葉大学幼稚園教諭免許法認定講習」実施要項
1. 実施者
千葉大学教育学部幼児教育教室・千葉大学教育学部附属教員養成開発センター
※本講習は「幼児教育コンソーシアム千葉大学・植草学園大学」の下で実施されます。

2. 受講対象者
幼稚園教諭二種免許状を取得し、幼稚園教諭または保育教諭として 5 年以上の勤務経験を有する
方。また原則として、現在、県内の幼児教育の関連施設（幼稚園、保育所、認定こども園、等）に
勤務している方。（9 ページの Q&A・Q1 もご参照ください）

3. 受講料
2019 年度は、受講料は徴収しません。ただし、以下について別途、費用を負担して頂きます。
● 単位修得証明書等の郵送（レターパックプラス：赤色）に必要な費用
● テキスト・資料代が別途必要となる場合
● 免許更新講習としての申請を行う場合（別途 6,000 円）

4. 受講申し込み期限
受講申し込み開始日は千葉大学教育学部ホームページ（http://www.education.chiba-u.jp）で確認し
てください。申し込み開始は、すべての科目共通です。締め切りは、希望する科目のうち、最も早
い開催日の 1 週間前（必着）とします。【例：「教育基礎論」（8 月 29 日・30 日）と「保育内容
指導法Ⅰ（健康）」（12 月 21 日・22 日）の 2 科目を受講される場合の締め切りは 8 月 22 日（必
着）となります。】
ただし、免許更新講習としての申請も希望する場合には、最も早い開催日の２週間前（必着）と
します。詳しくは「7. 免許法認定講習の「免許状更新講習」との相互認定」（4 ページ）をご参照
ください。

5. 受講可能な科目数・各科目での単位修得
2019 年度は、受講科目数の制限はありません。
また単位修得に関して、各科目ともに、当該単位の課程として定められた授業時間の 5 分の 4 以
上出席し、かつ、試験またはレポート等による成績審査に合格すれば 1 単位を認定します（教育職
員免許法施行規則第 38 条）
。
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6. 受講の流れ

受付開始日

2019 年 7 月 22 日(月)

6-1. 受 講の申し込み
申し込みは「郵送」のみです。以下の①～③の申込書等を取り揃え、「〒263-8522 千葉市稲毛
区弥生町 1-33 千葉大学教育学部幼児教育教室 幼稚園教諭認定講習係」までお送りください。
なお、更新講習としての認定（相互認定）も希望する場合には併せて④もお送りください。
また、募集期間については、千葉大学教育学部 HP（URL は以下のとおり）に掲載いたしますので
ご確認ください。
https://www.education.chiba-u.jp/approach/seminar#!/%23frame-558
【提出書類等】
① 令和元年度 千葉大学教育職員免許法認定講習「幼稚園一種免許状」
・申込書
（別添申込書様式 1: 裏には何も印刷しないで下さい）
② 令和元年度 千葉大学教育職員免許法認定講習「幼稚園一種免許状」
・受講決定通知書兼受講
（別添申込書様式 2: 裏には何も印刷しないで下さい）
③ 受講決定通知書兼受講票等送付用封筒（長形 3 号）…1 枚
（受講者の郵便番号・住所・氏名をご記入の上、92 円分の切手を貼付して下さい）
④ 令和元年度 千葉大学教育職員免許法認定講習「幼稚園一種免許状」認定講習における
更新講習相互認定申請書（別添申込書様式 3: 裏には何も印刷しないで下さい）
※ ④は更新講習としての認定を希望する場合のみ提出して下さい。
※申し込み書類における個人情報は、本事業の講習手続き及び修了手続きのためのみに利用するものであり、
他の目的での利用及び第三者へ提供することはありません。
※申請書類に不備がある場合（必要書類の欠落・必要事項の未記入等）、受理できませんのでご注意ください。

6-2. 受 講許可証の受理
申込書の内容を確認しましたら、担当から「受講決定通知書兼受講票」をお送りいたします。
「受講決定通知書兼受講票」は講習当日必ずご持参いただき、受付にて提示してください。
※受講許可は、原則先着順とします。各講座とも定員になり次第締め切ります。
（情報は、千葉大学教育学部 HP に掲載いたします）
※「受講決定通知書兼受講票」は、本講習の正式な認定を受けた後に発送することとなりますので、
若干の遅れが生ずることがあります。

6-3. 講 習の受講
指定の受付時間内に受付場所までお越しいただき、講習を受講してください。なお、講座の初日
には、単位修得証明書送付用の「レターパックプラス（赤色）※」をご持参ください。
※複数の科目を受講される方は、最初の講座の際にレターパックを 1 通お持ちください。
全科目分の証明書をまとめてお送りいたします。
※レターパックには、以下の 3 点をご記入ください。

記入する場所
①「ご依頼主」欄
②「品名」欄
③「保管用シール」(シールは貼ったまま)

記入する内容
①送付先の郵便番号②住所③氏名(ふりがな付)を記入
「書類」と記入
氏名を記入
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単位修得証明書の受理

6-4.

必要時間数を受講いただき、成績審査に合格した方にのみ、「単位修得証明書」を発行いたしま
す。「単位修得証明書」は、提出された郵送用封筒（レターパックプラス）にてお送りいたします。
なお発送期日は、すべての科目について、原則令和 2 年 2 月中旬を予定しています。

7. 免許法認定講習の「免許状更新講習」との相互認定
本免許法認定講習で受講した科目の一部（「保育内容指導法Ⅰ（健康）」「保育内容指導法Ⅱ（人
間関係）」「保育内容指導法Ⅲ（環境）」「保育内容指導法Ⅳ（言葉）」「保育内容指導法Ⅴ（表
現･音楽）」「幼児と造形表現」）は、併せて免許状更新講習として認定（相互認定）することが
出来ます。
教員免許状の更新期間期間に当たっていて、相互認定を希望される方は、以下の事項①～③を踏
まえてご検討いただき、「認定講習による更新講習申請書」を申請期限（最も早い開催日の２週間
前）までに提出してください。
①

②

③

免許状更新講習として認定できるのは、認定講習１科目につき、更新講習における「選択」
領域の講習６時間分となります。（認定講習は２日間かけて実施しますが、そのうち１日分
を更新講習として相互認定することになります）
なお、免許状更新講習として「教諭」（幼稚園教諭含む）の方々を対象として認定を受け
ています。「養護教諭」「栄養教諭」の方はご注意願います。
免許状更新講習として相互認定を申請する際は、事前に「千葉大学免許状更新講習システム」
で受講者情報を登録して、受講者ＩＤを取得してください。
ＵＲＬ：https://www.kousinkousyu.jp/chiba-u/
※「千葉大学教員免許更新講習」で検索をしていただくと、千葉大学の更新講習に関する
ホームページが出てきます。「千葉大学免許状更新講習システム」も掲載していますの
で必要に応じてご参照ください。
※他大学でも教員免許更新講習を実施していて、類似のシステムを用意していることがあ
りますが、そちらで取得した受講者 ID は使えないのでご注意ください。
（千葉大学教員免許更新講習の受講者 ID は 19cum～のように「cum」が付きます）
※通常、更新講習として受講予約をする場合、Ｗｅｂよりご予約をお願いしますが、認定
講習で開講する科目を相互認定する場合には、Ｗｅｂでの予約をせず、「認定講習にお
ける更新講習相互認定申請書」での申請をお願いすることになります。
免許状更新講習として相互認定を希望する場合には、更新講習の受講料は必要になります。
１講習につき 6,000 円となります。申請をいただいた後に、振込依頼書などをお送りするの
で、所定の期日までに振込をお願いいたします。

8. 各科目の時間割
09:00-9:20

09:20-09:30

09:30-12:30

12:30-13:30

13:30-16:45

1 日目

受付

ガイダンス

講義・演習①②

昼休憩

講義・演習③④

2 日目

受付

ガイダンス

講義・演習⑤⑥

昼休憩

講義・演習⑦⑧
【成績審査(試験等)を含む】
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9．開設科目概要（日程・定員・会場・講師）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
全講習の内、9 科目は千葉大大学会場（西千葉キャンパス
「教育学部」
4 号館
．．．．．．
．．．
． ．）
．、で実施されま
．．
す。11 月 2 日・3 日の「保育内容指導法Ⅲ（環境）」は植草学園大学会場（B 棟 2 階）で行います。
事前に地図（p.10-13 を参照）でよく場所を確認した上でお越しください。

教育基礎論
概要
講師

伊藤雅一（日本工業大学・講師）
土田雄一（千葉大学・教授）

免許法に定める科目区分等

の対応を含む。）

冨田久枝（千葉大学・特命教授）

免許法に定める科目区分等

講師

栗原ひとみ（植草学園大学・教授）

免許法に定める科目区分等

講師

日程
定員

会場

日程
定員

久留島太郎（植草学園短期大学・准教授） 会場

免許法に定める科目区分等

令和元年 9 月 21 日(土)-9 月 22 日(日)
50 名

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

令和元年 10 月 12 日(土)-10 月 13 日(日)
50 名

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。
）

教育相談

講師

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

幼稚園教育要領の領域「人間関係」に関して、その歴史的変遷を踏まえながら、現要領のねらい・内容・
内容の取扱いを理解する。また、乳幼児期の人間関係の発達の特質や主体的・対話的な深い学びが実現す
る過程を踏まえ、保育における人とのかかわりを育むための保育内容の指導法を実践的に学ぶ。

（科目及び各科目に含める必須事項）

概要

会場

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。
）

保育内容指導法Ⅱ（人間関係）
概要

令和元年 8 月 31 日(土)-9 月 1 日(日)
50 名

幼稚園教育要領の領域「言葉」に関して、その歴史的変遷を踏まえながら、現要領のねらい・内容・内容
の取扱いを理解する。また、乳幼児期の言語的発達や主体的・対話的な深い学びが実現する過程を踏まえ、
保育における子どもの言葉によるコミュニケーション、絵本などの文化財とのかかわり等の具体的な言葉
にかかわる保育内容の指導法を実践的に学ぶ。

（科目及び各科目に含める必須事項）

更新講習との
相互認定可能

日程
定員

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）

保育内容指導法Ⅳ（言葉）
概要

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

日本で行われている特徴的な乳幼児教育プログラムを発達理論の観点から検討する。また、日本における
特徴的な教育課程や世界的に注目されている教育課程等を検討し、これから求められる乳幼児教育の教育
課程を展望する。さらも、それらの知見を活かして教育課程を実際に編成することを通して具体的に学ぶ。

（科目及び各科目に含める必須事項）

更新講習との
相互認定可能

会場

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全へ

保育課程論
講師

令和元年 8 月 29 日(木)-8 月 30 日(金)
50 名

本科目では、教育の目的・理念に関する原理や教育思想の歴史、学校教育制度の成立・展開を踏まえた上
で、教育に関わる近年の社会的変遷に伴う学級・学校経営について概観するとともに、
「学校の国際化」
「学
校・地域の連携」
「学校の安全」といった現代的課題について学ぶ。

（科目及び各科目に含める必須事項）

概要

日程
定員

日程
定員

令和元年 10 月 19 日(土)-10 月 20 日(日)
50 名

教育相談とは幼児・児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支
援する教育活動である。本科目では、個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援する
ために必要な理論や方法について学ぶ。また、受講者同士の意見交換やグループワークなどの演習を通し
て、教育者、支援者としての自己を省察し、理解を深める。

土岐玲奈（上智大学・非常勤講師）

免許法に定める科目区分等
（科目及び各科目に含める必須事項）

会場

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法
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発達・学習とその支援
概要

講師

金子功一（植草学園大学・講師）

免許法に定める科目区分等

講師

小橋暁子（千葉大学・准教授）
槇 英子（淑徳大学・教授）

免許法に定める科目区分等

講師

令和元年 11 月 23 日(土)-11 月 24 日(日)
50 名

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

日程
定員

令和元年 11 月 30 日(土)-12 月 1 日(日)
50 名

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。
）

保育内容指導法Ⅰ（健康）

講師

会場

駒 久美子（千葉大学・准教授）
会場
髙木夏奈子（植草学園大学・准教授）

免許法に定める科目区分等

更新講習との
相互認定可能

日程
定員

幼稚園教育要領の領域「表現」に関して、特に音楽的表現に焦点を当て、幼稚園での音楽活動が保育者の
音楽能力・音楽活動の影響を多く受けることを認識し、保育者がどのように幼児の表現活動を引き出すか
を考える。また、幼稚園教育要領等に基づき、音楽環境について考察し、その援助・支援を学ぶ。さらに、
様々な音楽表現活動を観察し学び、受講者自身の音楽経験を豊かにし、体験を通して創作活動へと展開す
る。

（科目及び各科目に含める必須事項）

概要

【千葉大学ではありませんので，ご注意ください】

専門的事項に関する科目（表現）

保育内容指導法Ⅴ（表現・音楽）
概要

植草学園大学（B 棟 2 階講義室 7）

幼稚園教育要領の領域「表現」に関して、特に造形表現に焦点を当てながら、幼児の遊び・生活や発達に
おける「表現」の位置づけを理解し、子どもの表現活動に対する基本的姿勢を学ぶ。同時に、幼児が造形
表現活動で用いる材料や道具、方法を用い、幼児の造形表現での基本的な表現技法の演習を通して、その
技術や活用方法を習得し、幼児の表現を支えるための応用力を高める。

（科目及び各科目に含める必須事項）

更新講習との
相互認定可能

令和元年 11 月 2 日(土)-11 月 3 日(日)
50 名

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。
）

幼児と造形表現

講師

日程
定員

植草一世（植草学園短期大学・教授） 会場

免許法に定める科目区分等

概要

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

幼稚園教育要領の領域「環境」の基本的な視点、保育と環境の意義、指導上の留意点や問題点等に関して、
理論的、実践的に理解する。また、乳幼児期の身体的・認知的な発達や主体的・対話的な深い学びが実現
する過程を踏まえて、幼児にとって豊かな環境をデザインするための保育内容の指導法を検討し、実践的
な問題解決能力を高める。

（科目及び各科目に含める必須事項）

更新講習との
相互認定可能

会場

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

保育内容指導法Ⅲ（環境）
概要

令和元年 10 月 26 日(土)-10 月 27 日(日)
50 名

まず学習に関して、ヒトの学びに関わる心理的なメカニズム（記憶、動機づけ、メタ認知、等）とその支
援方法についての基本的な知識や考え方を理解する。次に発達に関して、幼児期と児童期の連続性を踏ま
えながら、発達の基本的な考え方や「脳・運動」「学習に関わる認知過程」「仲間関係・対人関係」といっ
た各領域の発達を概観すると共に、発達障害や貧困等を含めた特別の教育的ニーズを有する子ども達の生
活上・学習上での問題やその支援についても説明していく。

（科目及び各科目に含める必須事項）

更新講習との
相互認定可能

日程
定員

日程
定員

令和元年 12 月 21 日(土)-12 月 22 日(日)
50 名

幼稚園教育要領の領域「健康」の基本的な視点、健康の意義、指導上の留意点や問題点等に関して、理論
的、実践的に理解する。また、身体的側面、運動的側面、精神的側面の発達や主体的・対話的な深い学び
が実現する過程を踏まえて、乳幼児にとっての遊びや安全の指導を行っていくための保育内容の指導法を
学ぶ。

松嵜洋子（千葉大学・教授）
砂上史子（千葉大学・教授）

免許法に定める科目区分等
（科目及び各科目に含める必須事項）

会場

千葉大学（教育学部 4 号館 4408 室）

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。
）
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留意事項
講習の中止について
1.

要項発行時点で予期されていない電力使用の制限等により、会場の利用ができない等の事態が
生じた場合には、開講できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。この際に
は個別には通知せず、千葉大学教育学部教育学部 HP 上にてお知らせいたしますので、定期的
に千葉大学教育学部 HP をご覧いただくようお願いいたします。植草学園大学 HP にも本講習
の実施の案内等を掲載しますが、詳細は全て千葉大学教育学部 HP をご覧ください。

2. 自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴う授業の取り扱いは、以下の通りとします。
（1） 自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴い、最寄り駅（千葉大学で実施の場合は
JR 西千葉駅、京成みどり台駅、植草学園大学で実施の場合はＪＲ都賀駅、千葉都市モノレー
ル千城台北駅）を運行する全線の列車が運行停止となった場合→午前 6 時 30 分までに運行し
ない場合は、開講予定の講座を取りやめます。
（2） 台風等により、気象庁から千葉市に「暴風警報」
（以下「警報」という）が発令された場合。
ア. 午前 6 時 30 分までに警報が解除されない場合→開講予定の講義を取りやめます。
イ. 授業の開始後、警報が発令された場合は→当日のその後の講義を取りやめます。

講習当日の緊急連絡先について
講習当日に緊急に連絡が必要な場合（講習の遅刻・欠席、など）は、受講する講習の実施会場を
ご確認の上、以下のいずれかにご連絡ください：
千葉大学会場： 043-290-2568
植草学園大学会場： 043-233-9031
（11 月 2 日・3 日の「保育内容指導法Ⅲ（環境）
」のみ）

持ち物について
当日は、①受講決定通知書兼受講票（申し込み受付後、担当から送付されるもの）、②筆記用具
をお持ちください。なお、お申し込みいただいた最初の科目の初日には、レターパックプラス（赤
色）もご持参ください。
その他、
講習で必要なものや諸連絡がある場合は千葉大学教育学部 HP 上でお知らせいたします。
受講当日まで、定期的にご参照くださいますようお願いいたします。個別の連絡はいたしかねます
ので、ご注意ください。

受付について
全ての講習において、当日受付を設置いたします。千葉大学会場の受付場所は、各講習の行われ
る教室です。11 月 2 日・3 日の植草学園大学会場での受付場所は、本要項 13 ページのキャンパス
マップをご参照ください。講習当日は、必ず受付にて受講決定通知書兼受講票をご提示ください。
（受付場所が変更となった場合は HP でお知らせいたします）

昼食について
昼食等は、各自ご持参ください。また、弁当等のごみはお持ち帰りください。
千葉大学･植草学園大学校内には食堂・売店がありますが、土日祝日等は営業しておりません。
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駐車場について
千葉大学会場（西千葉キャンパス）は駐車場が利用できません。公共交通機関をご利用のうえ、
ご来場ください。11 月 2 日・3 日の「保育内容指導法Ⅲ（環境）」を実施する植草学園大学会場で
は、駐車場を利用することができます。なお、ご利用の際の駐車場内の事故について植草学園大学
は免責とします。

受講辞退について
受講決定後、受講をキャンセルする場合には、辞退通知をご郵送ください。
※直前の場合はメールにてご連絡ください。宛先は kyoiku-ninteiyoji@chiba-u.jp です。

受講上特別な措置を希望する場合について
千葉大学･植草学園大学では、身体に障害がある方、及び、怪我・病気により、講習受講上特別
な配慮を必要とする方には、可能な限り支援させていただきたいと考えております。しかし、支援
の内容によっては、準備のためにかなりの日数を要することや、残念ながら十分な支援ができない、
ということも考えられます。そのため、千葉大学･植草学園大学では、お申し込み前にご相談いた
だき、担当講師や事務部門と協議のうえ、対応を決定することといたしました。
本講習の受講を希望する方で、障害（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱等）その他の理由
により受講上特別な措置を希望する方は、当該講習の 2 か月前までにメールまたは電話にて担当ま
でお申し出ください。また、日常的に補聴器、松葉杖及び車椅子等を使用している方で希望する措
置等があれば、お申し出ください。
なお、お申し出が遅くなった場合、また、支援内容や本学の設備によっては、ご希望に沿うこと
ができないこともありますのでご了承ください。

＜担当＞

千葉大学教育学部幼児教育教室
Tel＆Fax：043-290-2568

幼稚園教諭認定講習係

Mail：kyoiku-ninteiyoji@chiba-u.jp

免許状の取得や申請の条件に関わるご質問について
免許状の申請や取得の条件等に関わるご質問については、本事業事務局では対応できません。所
属園・校の管理職の方を通じて、千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班にお問い合わせください
ますよう、お願いいたします。

その他
1.
2.

3.

千葉大学教育学部 HP 上でお知らせした内容は、周知したものとして取り扱いますので、くれ
ぐれも HP を定期的にご確認ください。
幼稚園教諭一種免許状を取得した場合、免許状更新講習の受講を延期することが可能です。た
だし、延期する際には申請が必要です。詳しくは、千葉県教育委員会の HP 等でご確認くださ
い。
（「教育職員免許法平成 19 年改正法附則第二条第四項」
、「教育職員免許法平成 20 年改正試行規則附則第七条第二項第一号」）
そ の 他 、 本 事 業 に 関 わる ご 不 明 の 点 は 、 メ ール （ kyoiku-ninteiyoji@chiba-u.jp ） か、 電 話
（043-290-2568［月曜 10:00-16:00，水曜 10:00-13:00］）で認定講習係までお問い合わせくださ
い。
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Ｑ＆Ａ
Q1. 幼稚園教諭二種免許を持ち、現在「保育士」として勤務する場合は受講できますか？
⇒ A1. 本講習を受講することは可能です。ただし、幼稚園教諭一種免許状への上進に必
要な経験年数は「幼稚園教諭免許状を用いて勤務した経験年数」であり、保育士としての
経験年数はカウントされません。また、免許状の上進申請の際には、経験年数の確認のた
めに、過去に幼稚園教諭・保育教諭として勤務していた勤務先での証明が必要です。ご自
分の勤務経験や勤務形態が上進基準を満たしているかの詳細は、各都道府県の教育委員会
等（千葉県での免許申請の場合は千葉県教育庁教育振興部教職員課免許班）にお問い合わせ下さい。
Q2. 免許法認定講習を受講すると、免許更新講習を受講したことになりますか？
⇒ A2. 免許法認定講習と免許状更新講習は別のものですが、この免許法認定講習で受講
した科目の一部（「保育内容指導法Ⅰ（健康）」「保育内容指導法Ⅱ（人間関係）」「保育内容
指導法Ⅲ（環境）」「保育内容指導法Ⅳ（言葉）」「保育内容指導法Ⅴ（表現･音楽）」「幼児と
造形表現」）は、事前申請を行うことによって免許状更新講習の選択領域講習の科目とし

て申請することができます。
Q3. 幼稚園教諭一種免許の取得のためには何単位必要でしょうか？また、全ての科目（単
位）は千葉大学･植草学園大学で受講しなくてはならないのでしょうか？
⇒ A3. 学位や勤務経験年数によって、幼稚園一種免許状への上進に必要な単位数が異なり
ます。たとえば、短期大学卒業で幼稚園教諭二種免許状を有しており、12 年以上の勤務
経験を持つ方は 10 単位が、10 年の勤務経験を持つ方は 20 単位が必要です。
．．．．．．．．．．
また、全ての単位を千葉大学･植草学園大学の認定講習で修得しなくても大丈夫です。
他の大学･教育委員会等が行なう認定講習での単位と合わせて、複数年をかけて必要な単
位数を修得すればよいです。
必要な単位数等に関する詳細は、各都道府県の教育委員会の HP 等をご参照下さい。
（千葉県教育委員会 HP は https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/menkyo/menkyoshutoku.html ）

Q4.

受講料はいくらですか？

⇒ A4. 本年度は文部科学省の委託事業であることから、受講料は徴収しません。ただし、
科目によってはテキスト代･材料費等をいただく場合があります（この場合は、別途連絡
します）。また、免許更新講習として申請する場合は、1 講習（6 時間分）につき、別途
費用（6,000 円）がかかります。
Q5．幼稚園教諭一種免許を取得するメリットは何ですか？
⇒

Q5. 幼稚園教諭一種免許状を取得することにより、質の高い幼児教育を行なうための
専門性の向上や、園運営の改善、中堅教諭のキャリアアップやスキルアップにつながる
ことなどが期待されます。また、教職員免許法（第 9 条の 5）では、二種免許状を一種
免許状にするよう努めることが定められています。
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アクセス
千葉大学 西千葉キャンパス：交通アクセス

・JR 西千葉駅より西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分
・京成みどり台駅より西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分
・千葉都市モノレール天台駅より北門まで徒歩約 10 分
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千葉大学西千葉キャンパス：キャンパスマップ

教育学部 4 号館

千葉大学会場での講習当日の緊急連絡先：

043-290-2568
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植草学園大学：交通アクセス

【各路線 千葉駅から】
千葉駅東口ちばフラワーバス 11 番乗り場より
「植草学園大学」行きバス約 35 分（都賀駅経由）
千葉駅～植草学園（片道料金：IC カード／現金 ともに 390 円）
※日曜日はバスの運行はありません。千葉都市モノレールをご利用ください。

【ＪＲ都賀駅から】
都賀駅東口ちばフラワーバス 4 番乗り場より
「植草学園大学」行きバス約 15 分
都賀駅～植草学園
（片道料金：IC カード 227 円／現金 230 円）
※日曜日はバスの運行はありません。

【千葉都市モノレール 千城台北駅から】
徒歩約 10 分

千葉都市モノレールをご利用ください。
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植草学園大学：キャンパスマップ

Ｂ棟

Ａ棟

受付(両日とも)A 棟 1 階
事務室前
講習会場(両日とも)
B 棟 2 階 講義室７

教職員・来客駐車場

植草学園大学会場での講習当日の緊急連絡先：

車でお越しの方は駐車場を
ご利用ください。

043-233-9031
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