
選択講習の対象職種は文部科学省のHP、あるいは教育委員会等で受講者ご自身の責任で必ずご確認ください。

～受講対象者（※新免許状・旧免許状共通）～

 (1)現職教員（校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く）

 (6)上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者

 また、今後教員になる可能性が高い者として、

 (9)過去に教員として勤務した経験のある者

 (10)認定こども園で勤務する保育士

 (11)認可保育所で勤務する保育士

 (12)幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

（教諭又は養護教諭）

    昭和59年4月2日～

　

●新免許状（平成21年4月1日以降に授与された免許状）をお持ちの方

新免許状をお持ちの方は、更新講習を受講できる期間は生年月日では決まりませんので、ご注意ください。

（更新講習を受講できる期間は、有効期間満了日の2年2ケ月から２ケ月前までの2年間です）

【注意】必ず受講者の責任で文部科学省の教員免許状更新制のホームページ、免許管理者（都道府県教育委員会）で確認のうえ

お申込みください。受講手続き完了後、受講開始後、履修証明発行後に受講対象者外と分かっても、本学は一切の責任を負いかねます。

平成20年4月1日から平成21年3月31日

平成30年度兵庫県立大学教員免許状更新講習　募集要項

1 教員免許状更新講習の目的

教員免許更新制は、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付けることで、教員が

●旧免許状（平成21年3月31日までに授与された免許状）をお持ちの方

文部科学省HP　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/

平成31年3月31日

2 更新講習の受講対象者について

最初の修了確認期限

お持ちの教員免許状には「有効期間満了の日」が記載されています。

 (3)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者

最初の修了確認期限

平成31年3月31日

平成32年3月31日

生年月日

昭和49年4月2日～昭和50年4月1日

 (7)教員採用内定者

 (8)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用（または非常勤）教員リストに登載されている者

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

 も更新講習を受講することができます

（栄養教諭）

兵庫県立大学本部教育改革課

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。

免許状を授与された日

 (2)実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員

教員免許状更新講習の受講資格、免許状更新講習受講期間（有効期間の満了の日または修了確認期限の2年2か月前から2か月前の2年間）

 (4)（3）に準ずる者として免許管理者が定める者

 (5)文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員

昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

昭和39年4月2日～昭和40年4月1日

昭和48年4月2日～昭和49年4月1日



必須領域の講習 ６時間

必須選択領域の講習 ６時間 合計 ３０時間

選択領域の講習 １８時間

複数の講座のお申し込みは可能ですが、対象職種に該当しない場合は受講しても履修認定を受けられませんので、ご注意ください。

・本学では平成３０年度教員免許状更新講習を７月から８月にかけて、【選択領域】６講習を開設致します。

・各講習の詳細は「受講のご案内」に記載しております。

領域 主な対象者 定員

選択 中学校・高等学校教諭 50名

選択
幼稚園・小学校・中学
校・高等学校・特別支援
学校教諭・養護教諭

80名

選択
幼稚園・小学校・中学
校・高等学校教諭

36名

選択 小学校教諭・栄養教諭 50名

選択
中学校・高等学校の   理
科教諭

50名

選択

社会科及び情報関係、地
域学習に興味のある小学
校・中学校・高等学校教
諭

20名

１講習あたり受講料（6時間）６，０００円です。

講習の領域

教育現場におけるマネジメント

講習名開講日

7/21（土）

3 教員免許状の更新に必要な講習時間

5 受講対象者の証明

6 受講料

講習会場

豊岡ジオ・コウノトリ
キャンパス

姫路環境人間キャンパス

神戸防災キャンパス

神戸商科キャンパス

播磨理学キャンパス

姫路環境人間キャンパス

更新講習の受講には、受講対象者であることの証明が必要です。

8/3（金） 学校のおける防災教育の基礎

学校における地域教育の基礎8/3（金）

8/9（木） 食の安全性を考える

8/17（金） 科学の最前線2018

8/20（月） データを活用した地域学習入門

必要時間数

4 平成30年度講習概要 ※本年度の募集は締め切りました。

○受講対象者の証明方法について〔証明者記入様式〕 
 

受講対象者の区分 証明の方法（※注） 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭、助保育教諭、講師） 

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄

宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

公立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤務

する学校栄養職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関

する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者（免許状更新講習規則

第９条Ⅰ②） 

任命権者の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める

者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
任命権者又は雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④） その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） 任用又は雇用していた者の証明 

認定こども園及び認可保育所の保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等）（免許状更新

講習規則第９条Ⅱ③） 
任用又は雇用する可能性がある者の証明 

（※注）証明者については例示であり、受講申し込みを行う者の任命権者が定めた者による証明であれば差し支えない。（例えば、現職の公立学校教諭の証明者が校長ではなく教育

委員会の教育事務所長であった場合など。） 

 



7  キャンセルについて

やむを得ず受講ができなくなった場合は、まず本部教育改革課にお電話のうえfaxまたはメール添付で「受講辞退届」をご提出ください。

※原則として、一旦振り込まれた受講料はお返しいたしません。受講辞退理由を本学が了承した場合のみ、受講料の返金を行います。

例）受講者本人が病気や事故等で入院している場合。

　　申し込み時には予定されていなかった勤務校行事等に参加することになった場合で、所属長の証明が得られる場合　など。

※当該事情を証明する書類等の提出求めることがあります。

※開講日当日の欠席はいかなる理由でも返金対象になりません。

※先着順で受付け、定員を超えた講習は募集を締め切ります。他の受講者の妨げとなりますので、安易な仮申込みは差し控えてください。

・講習日程等は本学HP記載の各講座をご確認ください。

・文部科学省より、受講者は履修認定試験への受験と事後評価アンケートへの記入を義務づけられていますので、必ず提出してください。

・当日は本人確認のため、身分証明書のご提示をお願いすることがありますので、念のためご用意ください。

・遅刻、早退は認められません。履修認定出来なくなります。

10 特別な配慮を必要とされる方

講習の際に特別な配慮を必要とされる方は、事前に本部教育改革課までご相談ください。可能な限り対応させて頂きます。

講習修了後「事後アンケート」のご協力をお願いします。

本学ホームページの実施報告書、広報等に利用するため講習中に授業風景を撮影させて頂きます。

アンケート内容、授業風景は本学ホームページに掲載させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。

受講者の個人情報は講習実施のためにのみ使用し、他の目的での使用、第三者へ提供することはありません。

8 講習当日の注意事項

9 個人情報の取り扱い

・台風、洪水などの自然災害により講習が困難である場合、講習を中止することがあります。

11その他



兵庫県立大学HP「教員免許状更新講習」の各講習の開催日・講習内容を確認し、希望する講習を選んでください

予約期間 平成３０年４月２日（月）９：００～５月３１日（木）１７：００

申込方法 （メール） menkyo@ofc.u-hyogo.ac.jp

【件名】教員免許状更新講習仮申し込み

【添付ファイル名】　仮申込書（氏名）

（FAX） （０７８）７９４－５５７５

（郵送） 〠651－2197　神戸市西区学園西町8－2－1　兵庫県立大学　本部教育改革課

仮登録通知を受け取ったら、2週間以内に正式申込み手続きを行ってください。

正式申込手続きに必要な様式①②③は本学HPよりダウンロードしてください。

受講者の必要事項をご記入、ご捺印、顔写真を添付してください。

受講対象者であることを校長等に証明（公印）して貰ってください。

（受講対象者の証明方法について→5.受講対象者の証明〔証明者記入様式〕参照）

複数講習受講される場合は、講座分の顔写真を同封してください

（受講申込書は一枚で可）

②　事前アンケート 必要事項を記入してください。

複数講習受講される場合は、講座分お願いします。

③　希望コース調査票 （豊岡ジオ・コウノトリキャンパスでの受講希望の方のみ）

④　切手付返信用封筒２通 受講決定通知書と履修証明を送付する際に使用します。

返信先をご記入のうえ、切手を貼付してください。

☛☛☛

受講申込書を確認後、受講決定通知書、受講料お振込みのご案内を同封頂いた封筒で送付致します。

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス受講の方は「コース決定のお知らせ」も合わせて送付致します。

平成30年６月１５日（金）まで

「お振込みのご案内」記載の指定口座に金融機関備え付けの振込用紙を使用して受講料をお振込み下さい。

（本学から請求書や振込用紙は送付しません）

※振込は金融機関の窓口及びATM、ネットバンキングからも可能です。

※振込手数料は各自にてご負担ください。

※領収書の発行は承っておりません。

日程、時間割ならびに当日必要なものは各講習の案内を確認してください。

当日は本人確認のため、身分証明書のご提示をお願いすることがありますので、念のためご用意ください。

教室によって、エアコンの効きの強弱、時計の有無等の違いがありますので各自で対応してください。

＜履修証明書の発行＞

　　　   ※受講料納入後の受講取り消しはできませんので、ご注意ください。

〖書類送付先〗

（仮登録後、２週間たっても受講申込書の送付ない場合、キャンセルとなる場合があります）

教員免許状更新講習担当宛

＜仮申し込み＞

＜受講料納付＞

※入金確認を円滑に行うため、振込名義は受講者本人名義でお振込みください。

＜受講決定通知書・振込依頼書の送付＞

＜講習実施＞

　　　　　　

※受講料納付をもって本学講習を正式に受講いただけます。

＜本登録/受講申込書送付＞

※先着順に受付致します。定員になり次第、募集を終了いたします。終了した場合、その旨をご連絡致します。

①　受講申込書

※仮登録だけでは受講は決定しておりません。

本部教育改革課　教員免許状更新講習担当宛

〠651－2197　神戸市西区学園西町8－2－1　兵庫県立大学

※受付後4～5日後（土・日・祝除く）に仮登録通知書を返信します。

※５日過ぎても返信のない場合は、お手数ですが右記までご連絡ください（お問い合わせ先）☎０７８－７９４－６６3１

募集期間　平成30年4月2日（月）～5月31日（木）※募集期間前、締切後にお申込み頂いても受付致しません。

受講申込み手続きの流れ 

＜講習内容の確認＞

mailto:menkyo@ofc.u-hyogo.ac.jp


履修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。修了確認申請の際必要に

なりますので大切に保管してください。なお、発行までに1～2ケ月要する事をご了承ください。

℡(078)794－6631 /fax(078)794-5575

　　〠651－2197　　神戸市西区学園西町8－2－1

兵庫県立大学本部事務局教育改革課

教員免許状更新講習担当

※講習申し込み、手続きについての問い合わせ先※

（メール）menkyo@ofc.u-hyogo.ac.jp





○受講対象者の証明方法について〔証明者記入様式〕 
 

受講対象者の区分 証明の方法（※注） 

教育職員・ 

教育の職 

教育職員（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教

諭、保育教諭、助保育教諭、講師） 

（免許法第９条の３Ⅲ①） 

 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄

宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

公立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は教育委員会 

国立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

私立学校 
校長の証明 

※校長本人の場合は法人の長 

共同調理場に勤務

する学校栄養職員 

場長の証明 

※場長本人の場合は教育委員会 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関

する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者（免許状更新講習規則

第９条Ⅰ②） 

任命権者の証明 

国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める

者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ③） 
任命権者又は雇用者の証明 

その他文部科学大臣が定める者（免許状更新講習規則第９条Ⅰ④） その者の任命権者・雇用者の証明 

教員採用内

定者・ 

教員採用内

定者に準ず

る者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） 任用又は雇用予定の者の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） 任用又は雇用していた者の証明 

認定こども園及び認可保育所の保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の長の証明 

幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士 

（免許状更新講習規則第９条Ⅱ②） 
当該施設の設置者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等）（免許状更新

講習規則第９条Ⅱ③） 
任用又は雇用する可能性がある者の証明 

（※注）証明者については例示であり、受講申し込みを行う者の任命権者が定めた者による証明であれば差し支えない。（例えば、現職の公立学校教諭の証明者が校長ではなく教育

委員会の教育事務所長であった場合など。） 

 


