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大学連携によるオンライン教員免許更新事業の取組



教員免許更新事業

平成21年4月1日から制度導入

○ 免許状の有効性を維持する目的
（教員排除が目的では無い）

〇 対象時期：2年間で30時間以上の免許状更新講習の
受講・修了

〇 10年に一度更新の必要

〇 30時間の講習時間の担保：

〇 公益社団法人による開設（大学は見なし）



制度変更（必修（12時間）→必修（6時間）

必修12時間

◆学校を巡る近年の状況変化

◆学習指導要領の改定動向

◆法令改正及び
国の審議会の状況

■様々な問題に対する
組織的対応

■学校における
危機管理上の課題

必修6時間

選択必修6時間

◎教員としての子ども観、
教育観についての省察

◎子どもの発達に関する
脳科学、心理学等における
最新の知見

◎子どもの生活変化を
踏まえた課題

☆ 国の教育政策や
世界の教育の動向（新規）

＋



制度変更（選択必修の導入）

◆学校を巡る近年の状況の変化
◆学習指導要領の改定の動向等
◆法令改正及び国の審議会の状況等
■様々な問題に対する組織的対応
■学校における危機管理上の課題

○ 教育相談
○ 進路指導及びキャリア教育
○ 学校、家庭並びに地域の連携及び協働
○ 道徳教育
○ 英語教育
○ 国際理解及び異文化理解教育
○ 教育の情報化

必修から
の移行

選択との
併設可

制度化されたばかりなので、教材化しずらい



認定こども園の動き

経過措置期間（５年間）：平成27年4月1日～平成32年3月31日
○ 経過措置期間中は、幼稚園教諭免許状または保育士資格の

どちらか一方の免許・資格を有していれば、保育教諭等になるこ
とができる。
○ 経過措置期間経過後は、幼稚園教諭免許状が有効な状態で

あり、かつ、保育士資格を有していないと、経過措置期間中に保
育教諭等となった者はその 職を失うことになる。

改正認定こども園法（平成２４年法律第６６号）
幼保連携型認定こども園が創設。
→ 保育教諭が必置
（幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する）



大学連携の優位性

（例）必修1講習，選択必修5講習，選択5講習設置の場合

教員手当： 3万×１１科目 ＝33万
受付派遣職員（3ヶ月）：15万×3＝45万
広報（HP等）： ＝ 5万

計 83万

受講料（1科目 6千円×5科目（30時間）=3万円：

約20～30名が損益分岐
点？

大学単独：収益上講習を増やしにくい；
→ 本来の講習趣旨に反する

大学連携で講習数を増やす→受講者数を増やす
→収益を上げる（採算を意識する）



連携型講習の例

北海道地区６国立大学法人教員免許更新事業

福岡グループ教員免許状更新講習管理システム

中国・四国6大学教員免許更新講習共同ページ

情報ポータルの一元化（多様な講習選択）

会計（事務局）の一本化（運営の効率化）

開設は各大学（受講及び試験会場は各大学）
※ 異なる大学で受講→複数会場で受講が必要
→ 対面講習の限界



免許更新の推移（今後）



大学連携型＋eラーニングの紹介（KAGAC)

情報ポータルの一元化（多様な講習選択）

会計（事務局）の一本化（運営の効率化）

受講：eラーニング，最終の試験：対面

H28：東京学芸大・愛知教育大・千歳科学技術大
（3大学を開設機関としてリスタート（事務局 千歳科学技術大学）

2015年度までは、金沢大学が事務局校：
取組詳細：森祥寛・佐藤正英 「 e ラーニングによる教員免許状更新講習の実施報告 」 PC 
Conference 2105 予稿集

H21 ：金沢大、東京学芸大・愛知教育大・千歳科学技術大の大学
連携で開始（金沢大学 情報基盤センター中心に組織・運営）



大学連携型＋eラーニングの紹介（KAGAC)

（科目提供機関 平成28年度）

山梨大学（教育学部）、創価大学（教職大学院）、島根大学（教職セン
ター），大手前大学（遠隔教育）

（科目提供（予定 平成29年度））
愛媛大学（教職センタ－）、桜の聖母短期大学（幼稚園教員養成）

H.28 大学eラーニング協議会 加盟大学の参画
教育学部の理解の下で教材を増やしたい・・・

大学eラーニング協議会 http://www.uela.cloud/index.html



組織上のポイント

１） 教材（科目）提供：教育学部の理解が重要
※ 対面で教員免許更新を行っている部局

２） ICT部門の存在（教材整備・システム運用）
※ 教員養成系の大学だけでは難しい

３） IDをコンサルできる存在
※ 教員免許更新では「30時間（担保）」が重要。
eラーニングでは、これが揺らぐ。
→ 文科省の政策にも影響？

宮原俊之，鈴木克明，阪井和男，大森不二雄：“高等教育機関におけるｅラーニングを活用した教育
活動を支える組織支援体制「大学ｅラーニングマネジメント（UeLM）モデル」の提案”，教育システム
情報学会誌，27(No.2)，pp.187-198（2010）



受講までの流れ

受付システム

受講情報登録

登録確認通知

受講申請

申込書表示

申込書送付

受講資格の確認&受講料支払い案内

受講料支払い

受講受付完了通知

受講開始

受講終了

事務局
講習システム

(Moodle) 試験会場

認定試験

履修認定

受講者

6月中旬

3月下旬

8月下旬

10月中旬



受付システムの一元化（効率化）



受付システムの一元化（効率化）



システム構成



公式Web

講習システム受付システム

インターネット

グローバルネットワーク

プライベートネットワークB

Active Standby Active Standby

Master SlaveMaster Slave

映像配信システムプライベートネットワークA

データベース データベース

Moodleアプリケーション

ファイアーウォール
ロードバランサ

認証付き
映像配信

事務局オペレーター

映像コンテンツ
アップロードコース登録

受講者

Moodleとの連携



Moodleとの連携

公式Web

講習システム受付システム

インターネット

グローバルネットワーク

プライベートネットワークB

Active Standby Active Standby

Master SlaveMaster Slave

映像配信システムプライベートネットワークA

データベース データベース

Moodleアプリケーション

ファイアーウォール
ロードバランサ

認証付き
映像配信

事務局オペレーター

学習コンテンツ
映像配信

Moodleにて学習
コンテンツを選択

受講者

Moodleのﾄﾞ
ｲｲﾝで認証



科目群

必修 1 社会・子どもの変化と教育の課題 東京学芸大学
佐々木幸寿・古屋恵太・末松
裕基・関口貴裕・大伴潔・松
尾直博

2 学校でしかできない不登校・いじめの未然防止 東京学芸大学 小林正幸
3 教育の状況変化と学習指導要領改訂の理解 愛知教育大学 竹川 慎哉
4 教育の情報化とICT活用 千歳科学技術大学 今井順一、西野和典、高橋参吉
5 進路指導・キャリア教育 大手前大学 伊藤博

選択
必修

それほど多くない
（制度変更元年：教材作りにくい）
※ 試行的



6 「道徳」教育・「倫理」教育と中国思想 東京学芸大学 井ノ口哲也
7 学校でしかできない不登校・いじめの未然防止 東京学芸大学 小林正幸
8 特別支援教育・発達障害の基礎的理解 東京学芸大学 奥住　秀之
9 漢詩朗読のための中国語発音基礎講座 東京学芸大学 木村守・松岡榮志

10 授業に役立つ漢詩名作鑑賞入門 東京学芸大学 木村守・松岡榮志
11 例を通して学ぶ確率統計 愛知教育大学 佐久間 紀佳
12 音楽科授業の活性化に効果的な方策と使える指導スキル 愛知教育大学 新山王 政和
13 教育の状況変化と学習指導要領改訂の理解 愛知教育大学 竹川 慎哉
14 学校および地域社会における子どもの権利の課題 愛知教育大学 大村　惠・二井　紀美子
15 情報技術者育成のための基本情報処理 千歳科技大 小松川浩
16 ICTを活用した数学授業実践 千歳科技大 今井順一
17 波の性質と光の応用への招待 千歳科技大 吉田淳一
18 基本的人権の保障と最高裁判決の動向 千歳科技大 岩本一郎
19 心理学入門〜人間の記憶・言語・思考のふしぎを探る～ 千歳科技大 中嶋輝明
20 理科を英語で教える・学ぶ　～English for Science～ 千歳科技大 ランディ・エバンス
21 教育の情報化とICT活用 千歳科学技術大学 今井順一、西野和典、高橋参吉
22 進路指導・キャリア教育 大手前大学 伊藤博
23 知識基盤社会における算数科指導法 島根大学 御園　真史
24 知識基盤社会における統計指導法 島根大学 御園　真史
25 教師の仕事を効率化するパソコン術１（基本のおさらい、図の描き 山梨大学 宇多 賢治郎
26 教師の仕事を効率化するパソコン術２（業務で使うデータ処理術） 山梨大学 宇多 賢治郎
27 教師の仕事を効率化するパソコン術３（文書とスライドの作成） 山梨大学 宇多 賢治郎
28 自然災害と都市防災 山梨大学 鈴木　猛康・宮本　崇
29 アクティブ・ラーニング入門 創価大学 関田一彦
30 支援ニーズのある子どもの理解と支援 創価大学 高野久美子
31 教師のメンタルヘルスの支援・保護者への対応 創価大学 中野　良吾
32 教師のメンタルヘルス・マネジメントとチーム援助入門 創価大学 田村　修一

選択



人気講習の状況
順位 タイトル 必修区分 対象 内容区分 ⽐率

1社会・⼦どもの変化と教育の課題 必修 100.0
%

2学校でしかできない不登校・いじめの未然防⽌ 選択必修 スキル
アップ 51.4%

3アクティブ・ラーニング⼊⾨ 選択 授業実践 33.9%
4⼼理学⼊⾨〜⼈間の記憶・⾔語・思考のふしぎを探る〜 選択 教育基礎 33.2%

5教師の仕事を効率化するパソコン術１（基本のおさらい、図の描⽅）選択 養・栄 スキル
アップ 26.2%

6⽀援ニーズのある⼦どもの理解と⽀援 選択 養 スキル
アップ 24.9%

7特別⽀援教育・発達障害の基礎的理解 選択 養 スキル
アップ 24.5%

8教師の仕事を効率化するパソコン術２（業務で使うデータ処理術） 選択 養・栄 スキル
アップ 24.0%

9教育の情報化とICT活⽤ 選択必修 スキル
アップ 21.9%

10教師のメンタルヘルスの⽀援・保護者への対応 選択 養 教育基礎 20.2%

11⾃然災害から命を守る基礎知識 選択 養・栄 スキル
アップ 19.2%

12進路指導・キャリア教育 選択必修 スキル
アップ 15.4%

13教師の仕事を効率化するパソコン術３（⽂書とスライドの作成） 選択 養・栄 スキル
アップ 12.5%

14教育の状況変化と学習指導要領改訂の理解 選択必修 教育基礎 11.9%



対象
必修科
目

選択必修
科目

選択科目１ 選択科目２ 選択科目３

小学校
中学校
高等学

校

社会・
子ども
の変化
と教育
の課題

学校でしか
できない不
登校・いじ
めの未然防
止

基本的人
権の保障と
最高裁判
決の動向

教師の仕事を効率化す
るパソコン術１（基本のお
さらい、図の描き方）

現代漢字の
基礎知識

ICTを活用し
た数学授業
実践

教師のメンタルヘルス
の支援・保護者への
対応

学校でしかできない
不登校・いじめの未然
防止

教育の状
況変化と学
習指導要
領改訂の
理解

「道徳」教
育・「倫理」
教育と中国
思想

教師の仕事を効率化す
るパソコン術２（業務で使
うデータ処理術）

漢詩朗読の
ための中国
語発音基礎
講座

例を通して学
ぶ確率統計

教師のメンタルヘル
ス・マネジメントとチー
ム援助入門

特別支援教育・発達
障害の基礎的理解

教育の情
報化とICT
活用

学校および
地域社会に
おける子ど
もの権利の
課題

教師の仕事を効率化す
るパソコン術３（文書とス
ライドの作成）

授業に役立
つ漢詩名作
鑑賞入門

知識基盤社
会における算
数科指導法

支援ニーズのある子
どもの理解と支援

自然災害から命を守
る基礎知識

進路指導・
キャリア教
育

心理学入
門〜人間
の記憶・言
語・思考の
ふしぎを探
る～

アクティブ・ラーニング入
門

音楽科授業
の活性化に
効果的な方
策と使える指
導スキル

知識基盤社
会における統
計指導法

進路指導・キャリア教
育

教育の状
況変化と学
習指導要
領改訂の
理解

教育の情報
化とICT活用

波の性質と光
の応用への
招待

情報技術者
育成のため
の基本情報
処理

理科を英語で
教える・学ぶ
～English for 
Science～

履修モデル（必修＋選択必修＋選択３講習）



講習時間の担保

第1回：講義（35分）＋確認テスト（10分）

第2回：講義（35分）＋確認テスト（10分）

第7回：講義（35分）＋確認テスト（10分）

模擬試験 (25分）

筆記試験 (20分）

45分×8
=360分

受付・事前調査（講習申請等）

学習後のアンケート等

Web

対面



講義（映像形式）

千歳科学技術大学 （Evans先生提供）：理科と英語教育



確認テスト・模擬試験（フォーマット）

エクセルで作成→ Moodleのテストに移行

設問ID 科目 講習 タイトル 問題文 解答(4択) 正解

1 英語 講習1回目 Lesson1
1つの答えを選択してください
The entire world is made of ____________. 

gas
matter
liquid
solid

matter

2 英語 講習1回目 Lesson1
1つの答えを選択してください
The three ____________ of matter are solid, liquid, 
and gas.

styles
states
conditions
manfestations

states

3 英語 講習1回目 Lesson1 … … …

4 英語 講習1回目 Lesson1 … … …

5 英語 講習1回目 Lesson1 … … …

6 英語 講習2回目 Lesson2 … … …

7 英語 講習2回目 Lesson2 … … …

8 英語 講習2回目 Lesson2 … … …

… … … … … …

33 英語 講習7回目 Lesson7 … … …

34 英語 講習7回目 Lesson7 … … …

35 英語 講習7回目 Lesson7
1つの答えを選択してください
The nucleus of an atom is made of ________________.

protons and neutrons
electrons and protons
neutrons and electrons
electrons and molecules

protons and neutrons

英語 模擬テスト 設問ID 1,3,7,8,9,11,16,17,20 … 24,25,32,34

科目, 設問ID, 講習回などを記載

模擬テストの15問を上記のテストから抜粋



著作権の扱い（KAGACの場合）

教員 各大学 KAGAC

原案及び
教材制作（財産権）

許諾 許諾

使用料

教員 各大学 KAGAC

原案 教材製作
（財産権）

許諾

使用料

著作権処理

制作会社

開発費 著作権処理

手当？

制作費

パターン１

パターン２



eラーニングに対するヒアリング調査
A大学 教員免許更新対象セン

ター
●KAGACの学習モデルは問題無い
●離島をかかえるため、KAGACのニーズはある。離島については、
最終試験で離島の学校にて受検できるようにしてはどうか。
● 他の地域でも離島を抱える地方の国立大学のニーズはかなりある
と思われる。

B大学 教員免許更新対象セン
ター

●KAGACの学習モデルで一部検討事項がある。教員免許更新の時間
6時間をどのように担保しているのか。試験時間が余った場合にどの
ように対応するのか。
●教員負担の観点から、KAGACに参加する教員は、対面を免除する
等の配慮をする方策もある。
●現在のKAGACの科目群には偏りが見られる。小中高や養護等の区
分毎に整理した方が良い。

C大学 教育学部 ●全国に卒業生が展開している。母校に戻って来られない学生に対す
るサービスとして有望である。学習モデルは問題無い。
●PPと音声だけでは、指導内容に限界がある。別の方策も考えた方
が良い。
●専門職大学院を持っていることから、特色ある教育プログラムの提
供が可能である。

D大学 教育学部 ●地域の拠点として、教員免許更新を実施している。受講生の多様な
ニーズに応える意味でも、意義のある取組である。学習モデルに問題
は無いと考える。
●対面でしかできないものは対面で実施し、一部をKAGACで置き換
えるなどの措置ができると良い。

平成27年度教員免許更新高度化事業（成果報告）



受講生の分布

北海道 東北 関東 東海 北信越 関西 中国 四国 九州

人数 380 23 441 708 313 329 12 12 8

試験
会場

○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

拠点
大学

○ × ○ ○ △ × × × ×

東京
(210)

愛知
（635)

石川
（177)

兵庫
(175)

拠点となる大学(地域）を中心に「広報」「特色ある教育プログラ
ム」の展開が重要（本学が拠点かどうかは別にして・・・）

平成27年度実施済データ



KAGACから見るeラーニングの取組

１） 受講生は、極めて真剣：
※ 最終の対面試験の存在＋免許更新
→ 取りやすいものを選ぶ傾向

２） 興味のあるテーマで選ぶ傾向：
※ タイトルを変えると、かなり集まる
→ おもしろそうなものを選ぶ傾向

３） スキル系のテーマを選ぶ傾向：
※ 日頃の授業運営に役立つものが人気
→ PC操作・アクティブ・ラーニング等



課題・展望

１） モバイルへの対応：
※ 多様な学習機会の提供・積極的な広報（電子書籍）
→ CHiLOの活用

２） 対面との組み合わせ：
※ OB会・オフ会
→ 各拠点での試験実施とのリンク（エクステンション）

３） 離島対策・障害者支援
※ 離島での試験実施・支援型試験の実施



まとめ（少し大きな視点で）

１） 現行制度の中では、現場教員のニーズはある
※ 教育改革に沿った内容は特に！
→ 高大接続システム改革の重要な役回り

２） eラーニングの本来の役回りを発揮できる
※ 学習データの管理・即時性の高い教員との質疑
→ 質を維持した上での生産性の高い運用

３） 各地域の実情を反映した取組を行える
※ 離島が多い。特別支援に特色がある。・・・
→ きめ細かいサービスは各地域の教員免許更新と連携



まとめ（連携の視点で 続き）

４） 「連携」は強み：
eラーニング教材を連携して整備
→ 地域特性を反映した多様な教材の整備
→ 負荷分散（少しずつ協力する）

連携した役割分担
→ 教員養成，eラーニング運用，地域の拠点校

事務局が要
→ 各大学との調整・マネージメント
（不平が起きないように）


