
 

公立大学法人兵庫県立大学 

平成２８年度 教員免許状更新講習  

募集要項 

 

 

 

 

姫路環境人間キャンパス 講堂 

ＮＨＫ連続ドラマ「あさが来た」第１回目のロケ地に使われました 

 

募集期間：平成２８年４月１日（金）～７月１日（金） 

 

兵庨県立大学は平成２５年４月１日より公立大学法人へ移行しました 

学生や地域の皆さんにとってより魅力ある大学を目指します 

 

 

 



2 

 

 
目次                                                     

 

●教員免許更新制とは                             

●選択必修領域の導入                  
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●修了確認申請 

 

 

講習会場                                               
 

 

 

7月23日(土）         
「教育現場でのマネジメント」 

神戸商科ｷｬﾝﾊﾟｽ 

7月30日(土） 
「心理療法と生徒指導」      

姫路環境人間ｷｬﾝﾊﾟｽ 

8月5日(金） 
「学校における防災教育の基礎」   

防災教育研究ｾﾝﾀｰ 

8月5日(金） 
「学校における地域教育の基礎」  

豊岡ジオ・コウノトリｷｬﾝﾊﾟｽ 

8月9日（火）                

「栄養アセスメントを食育・     

学校給食経営管理に活かす」       

姫路環境人間ｷｬﾝﾊﾟｽ 

8月22日(月） 
「科学の最前線２０１６」     

播磨理学ｷｬﾝﾊﾟｽ 
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教員免許更新制とは                                        

教員免許更新制とは、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に

つけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。 

 

選択必修領域の導入                                        

平成２８年度より必修領域の講習内容・時間が見直され、新たに選択必修領域６時間が導入されます。 

受講者は免許状更新講習規則第４条に基づき、必修領域６時間以上、選択必修領域６時間以上、選択領域 

１８時間以上の計３０時間以上を受講することとなります。 

なお、必修領域や選択必修領域の講習は、原則６時間で開設することとなりますが、これを上回る余剰の時間数

を受講しても、他の領域の受講時間数に振り替えることはできませんのでご注意ください。 

施行日（平成２８年４月１日）以前に、改正前の必修領域（１２時間）を履修し、その認定を受けた場合、新たに選 

択必修領域を履修する必要はありません。選択必修領域について、履修認定を受けたとみなします。 

詳しくは、文部科学省のホームページを参照してください。 

◆文部科学省 選択必修領域の導入について 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/11/11/1353394_6.pdf 

本学は７月 30日（土） 姫路環境人間キャンパスに於いて、選択必修「心理療法と生徒指導」の講習を開講します。 

 

平成２８年度受講対象者                                      

◆教員免許状又は養護教諭免許状を所持する教育職員等（※栄養教諭を除く） 

【表 1】受講対象となる方の生年月日 

生年月日 修了確認期限 

昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日 

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日 

昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日 

平成２９年３月３１日 

昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日 

昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日 

昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日 

平成３０年３月３１日 

 

◆栄養教諭免許状を所持する現職教員等 

栄養教諭免許状は平成１６年度に創設された免許状であるため、表 1のように修了確認期限を割り振ると、 

免許状を授与された日から 10年を超えない場合がほとんどとなるため、表 2のとおりとなります。 

【表２】最初の修了確認期限 

栄養教諭免許状を授与された日 修了確認期限 

平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 平成２９年３月３１日 

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 平成３０年３月３１日 
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平成２８年度講習概要                                       

◆平成２８年度は、選択必修領域を 1講習、選択領域を５講習開講します。講習時間はすべて６時間です。 

◆各講習の時間割・担当講師・アクセス・講習当日の留意事項等は、「受講のご案内」に記載しています。 

本学ホームページ「平成２８年度教員免許状更新講習」の講習実施概要（講習名）をクリックしてご覧ください。 

http://www.u-hyogo.ac.jp/cooperation/teacherslicense/index.html 

 

領域 開講日 講習名 主な対象者 
定

員 
講習会場 

選択 
7/23 

（土） 
教育現場でのマネジメント 中学校・高等学校教諭 

50

名 
神戸商科キャンパス 

選択 

必修 

7/30 

（土） 
心理療法と生徒指導 

小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校教諭 

50

名 
姫路環境人間キャンパス 

選択 
8/5 

（金） 

学校における防災教育の 

基礎 

幼稚園・小学校・中学校・ 

高等学校・特別支援学校・ 

養護学校教諭 

80

名 
防災教育研究センター 

選択 
8/5 

（金） 

学校における地域教育の 

基礎 

幼稚園・小学校・中学校・ 

高等学校教諭 

36

名 

豊岡ジオ・コウノトリ 

キャンパス 

選択 
8/9 

（火） 

栄養アセスメントを食育・ 

学校給食経営管理に活かす 

幼稚園・小学校教諭・ 

栄養教諭 

50

名 
姫路環境人間キャンパス 

選択 
8/22 

（月） 
科学の最前線２０１６ 

中学校・高等学校の理科教

諭 

50

名 
播磨理学キャンパス 

 

 

手続きの流れ                                             

 

◆必要書類の様式は、本学ホームページ「教員免許状更新講習」のサイトからダウンロードしてください。 

日程 手続き 内容 

４月１日～ 募集開始 〔募集期間〕平成 28年 4月 1日（金）～7月 1日（金）迄 

４月～６月中 仮申込み 

 

●本学ホームページより「仮申込書」と「確認事項」をダウンロードしてください。 

必要事項を記入の上、ファックス・郵送のいずれかでお申込みください。 

（Fax） 078-794-5575 

（郵送）〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1 

      公立大学法人兵庨県立大学 本部学務部学務課 

      教員免許状更新講習担当 村上宛  

仮申込 
仮登録
通知 

正式 

申込 

受講決
定通知 

受講料
振込 

受講 

確定 

講習 

実施 
採点 

履修 

証明書 

修了確
認申請 
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仮登録通知 

 

●お申込みいただいた時点で、定員内であれば仮登録します。定員を超えて

いる場合は、登録をお断りすることがあります。原則として、お申込みいただ

いた媒体で通知します。 

（Fa x）平日 8:45～17:30の間 Fax を受信できる状態にしておいてください。 

（郵送）返信用封筒（長形３号）を同封してください。封筒表面に、郵便番号、

住所、氏名を記入して 82円切手を貼付してください。 

正式申込み ●仮登録の通知を受けたら、なるべく早く次の書類を郵送してください。 

〔送付書類〕 

① 兵庨県立大学免許状更新講習受講申込書 

必要事項を記入の上、印鑑を押して、顔写真（縦 36～40mm×横

24～30mm）を貼付してください。受講対象者であることの所属長に

よる証明も必要です。複数の講習を受講される場合は、講習数分

の写真を同封し、裏面に氏名を記入してください。 

② 事前アンケート 

必要事項を記入してください。複数の講習を受講される場合は、講

習数分を提出してください。 

③ 「学校における地域教育の基礎 A・B・C」希望コース調査票 

「学校における地域教育の基礎」（開講日：8月 5日（金）・会場：豊

岡ジオ・コウノトリキャンパス）の受講を希望される方は、必要事項を

記入の上、同封してください。 

④ 長形３号封筒 2枚 

受講決定通知と履修証明書を送付するときに使用します。封筒表

面に、郵便番号、住所、氏名を記入し、それぞれ 82円切手を貼付

してください。 

⑤ ①～④を同封して郵送いただく封筒表面に、「教員免許状更新講

習受講申込書在中」と朱書きしてください。 

受講決定通知 ●申込書受付後、内容を確認の上で次の書類をお送りします。 

① 受講決定通知書および受講料振込のご案内 

② 受講のご案内 

③ 「学校における地域教育の基礎」コース決定のお知らせ 

※「学校における地域教育の基礎」受講者のみ送付します。 

 キャンセル 

について 

●仮登録後または受講決定通知後、受講者本人の都合により受講をキ

ャンセルされる場合は、先ず本学学務部学務課・村上宛に電話連絡の

上、「受講辞退届」を Faxまたは郵送してください。※定員を超えていて

受講の機会を失う方が出る場合もありますので、受講を辞退される場合

は速やかに連絡してください。 

7月 1日迄 募集締切日 ●Faxは 7月 1日着信分まで受付けます。 

郵送分は 7月 1日当日必着。 
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7月 8日迄 受講料納付 

 

●受講料は、期日までに指定の口座へ納付してください。ＡＴＭやインター

ネットバンキングからもお申込みいただけます。 

●振込手数料は受講者負担となりますことを、予めご了承ください。 

●複数の講習を受講される場合、まとめて納付してください。 

●納付の事実が確認できる控えを保管し、講習当日に持参してください。

受付で確認させていただきます。 

※受講料納付期限：平成 28年 7月 8日（金） 

※7月 8日中に振込を完了してください。 

7月 23日 

7月 30日 

8月 5日 

8月 9日 

8月 22日 

講習の実施 ●講習当日は、本人確認および受講料の納付確認のため、必ず次の書

類を持参してください。 

① 受講決定通知書 

② 受講料納付の事実が確認できる控え 

●講習には、講習テーマに関する講義のほか、履修認定のための試験、

文科省指定の免許状更新講習受講者評価書の記入が含まれます。 

8月～9月中 採点・履修証明書 ●試験結果をもとに合否判定を行い、合格された方には「履修証明書」を

送付します。不合格の場合は、その旨記載した文書を送付します。 

 

履修認定                                               

更新講習終了後に実施される認定試験に合格された方には、「免許状更新講習履修証明書」をお送りします。 

教育委員会での修了確認申請に必要となりますので、大切に保管してください。なお、講習終了後、送付までに１

～２ヶ月要することを予めご了承ください。 

 

災害などによる講習の中止                                    

台風、洪水などの自然災害、火災、停電、その他の事情により講習の実施が困難である場合、講習を中止すること

があります。 

 

個人情報の取扱い                                          

本講習の受講手続きのために本学が収集した個人情報は、当該講習の受講決定に関する諸手続き、当該講習の

実施のためにのみ使用し、他の目的に使用することはありません。 
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講習当日の留意事項                                        

●原則として、遅刻または早退をされた場合は、履修証明書を発行いたしかねます。 

●講習終了後には認定のための試験を行い、免許状更新講習受講者評価書を記入していただきます。 

●事後アンケートご協力のお願い 

免許状更新講習の運営改善のため、事後アンケートを配布させていただきます。休み時間等を利用して、講習

内容や運営等について回答くださいますようお願いします。なお、回答いただいた内容は「平成２８年度実施報告

書」で紹介させていただく場合がありますので予めご了承ください。 

●写真撮影について 

免許状更新講習広報用に、講習当日の授業風景を撮影させていただく場合があります。写真は「平成２８年度

実施報告書実施報告書」等に掲載させていただく場合がありますので予めご了承ください。 

◆平成２７年度教員免許状更新講習 実施報告書 

http://www.u-hyogo.ac.jp/cooperation/teacherslicense/pdf/kyouin_report2015.pdf 

 

更新申請                                               

更新講習（必修領域講習１２時間および選択領域講習１８時間）をすべて修了された方は、免許管理者である都

道府県教育委員会に「更新講習修了確認」の申請を行い、更新講習修了の手続きを行ってください。期限までに

必要な申請をしなかった場合、免許状更新講習を受講し終えていても、お持ちの免許は失効します。詳しくは、都

道府県教育委員会の教員免許担当課にお問い合わせください。 

◆兵庨県教育委員会 教員免許更新制 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/koshin_top.html 

 

免許状更新講習に関するお問い合わせ先・送付先                             

〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1 

公立大学法人 兵庨県立大学事務局本部学務部学務課  

教員免許状更新講習 担当（村上） 

TEL:078-794-6683(直通)   Fax: 078-794-5575  
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ゆりのき会館内廊下 講堂内 

講堂内 

公立大学法人 

  兵庫県立大学 
        UNIVERSITY OF HYOGO 

 


