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案  内

　教員免許更新制は、その時々で求められる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。有効期間満了日または修了確認期限の2年2か月前から
2か月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の教員免許状更新講習を受講・修了し
た後、免許管理者（都道府県教育委員会）に申請する必要があります。

教員免許更新制 とは…

■香川大学教員免許状更新講習事務室
〒760-8521  香川県高松市幸町1－1
TEL　087-832-1175　　FAX　087-832-1176
E-mail　kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp
http://www.kagawa-u.ac.jp/cooperation-community/8181/

香川大学 更新講習 検 索

●この案内は、令和2年3月1日現在
の情報です。会場、日程等変更する
場合がありますので、申込時にweb
サイトで確認してください。

●受講資格、免許状更新講習受講期
間は必ずご自身の責任で確認してく
ださい。

会場案内
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受講資格、講習期間の確認

●令和2年度　更新講習の受講対象者

教諭・養護教諭の旧免許をお持ちの方（平成２１年３月３１日までに授与された免許）

栄養教諭の旧免許状を持つ方

　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又は修了確認期限の2年2
か月前から2か月前までの2年間）は、必ずご自身の責任で確認してください。
　（参考：文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm）

☆ 有効期間の延長または修了確認期限の延期、講習の受講免除を受けた方は、特にご注意ください。受講期間外に講
習を受講した場合、免許状更新のための講習として認められません。

☆ 受講期間外に誤って受講した場合でも、受講料は返金しません。

※このうち、平成21年4月以降に栄養教諭免許状を授与された方についても同様に修了確認期限が割り振られ
ます。ただし、栄養教諭としてお勤めの現職教員の方は、割り振られる最初の修了確認期限の日が、栄養教諭
免許状を授与された日から10年を経過していない場合に、修了確認期限の延期の申請を行うことができます。

必ずご自身の責任でご確認ください。

受講申込み期間前でも利用登録は可能です。

1次募集期間：令和2年3月29日（日）10:00〜
4月26日（日）23:59
1次募集終了後、定員に余裕がある場合は追
加募集をすることがあります。

講習時間は、9：00〜16：40　を
予定しています。メールやホーム
ページで、講習について個別にご案
内する場合がありますのでご注意く
ださい。

生年月日 修了確認期限 更新講習の受講期間及び申請期間
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日

令和3年3月31日 令和元年2月1日〜令和3年1月31日

昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日
昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日

令和4年3月31日 令和2年2月1日〜令和4年1月31日

①受講資格、講習期間の確認

②更新講習受付システム
（教員免許状更新受付サービス）
の利用登録　

③受講希望講習の申込み

■ 

④受講申込書の提出（郵送）

⑤受講料の入金（コンビニエンスストア入金）

⑥受講票受領　

■ 

■ 
提出期限：令和2年5月11日（月）（1次募集）

1次募集締切後、順次入金案内をお送りします。

入金確認後に、郵送します。

認定された場合は、講習受講後2か
月程度で履修証明書を発行します。

期日までに、各自で教育委員会等へ
申請してください。

1

P1

P3

P4

P5

P5

P5

注  意  ！

⑦講習受講

⑧履修証明書発行、受領　　

⑨教育委員会等への申請　　　

教員免許更新手続きの流れ

教員免許更新手続きの流れ
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 新免許をお持ちの方（平成21年4月1日以降に授与された免許）

☆ 「有効期間の満了日」の日付が異なる複数の教員免許状（新免許）を有する方は、最も遅い有効期間の満了
日の日付が、その方自身の「有効期間の満了日」となります。所持する免許状に応じて異なりますので文科
省HPでご確認ください。

免許状の修了確認期限を過ぎた方（教員免許が失効又は休眠の方）で、教員等になろうとする方

●保育士の教員免許状の更新について

●幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭免許状の更新について

　上記の普通免許状又は特別免許状をお持ちの方で、以下に該当する方が受講対象者となります。
（教職についていない方、また教員として勤務する予定がない方は受講する必要はありません。）

　平 成21年4月1日以降にはじめて教員免許状を授与された方が該当します。  
➡ お持ちの教員免許状には「有効期間の満了の日」が記載されています。  
➡ 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、有効期間の満了日の2年2か月前から2か月前までの2年間です。）

（1）現職教員（校長、副校長、教頭を含む。）　（2）実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員　（3） 指導
主事、社会教育主事等　（4） 国・地方公共団体の職員等で、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　（6） その他文部科学大臣が定める者　（7） 教員採用内定者　（8） 教員勤務経
験者　（9）認定こども園及び認可保育所の保育士　（10）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　（11）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）

　認可保育所に勤務する保育士、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士の方は更
新講習を受講できます。ただし、保育士の方は受講の義務がないため、旧免許状所持者の場合、修了確認期
限までに更新講習を受けなくても免許状が失効することはありません。修了確認期限までに講習を修了して
いない場合で、修了確認期限経過後に教員になるときには、更新講習を受講・修了し、各自で免許管理者に
申請を行う必要があります。

　幼保連携型認定こども園の保育教諭等は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有するこ
とが原則となっていますが、令和7年3月31日までの経過措置期間は、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ます。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います。
※経過措置期間については、令和6年度末までです。

注  意  ！

●旧免許状と新免許状の見分け方
◯教員免許状自体に「有効期間の満了の日」が記載されていれば、「新免許状」です。
◯ もともと旧免許状を所持している場合は、平成21年4月1日以降に新しく教員免許状を授与された場合でも、そ

の教員免許状は新免許状ではなく、旧免許状として授与されます。旧免許状と新免許状を両方持つ、ということ
はありません。
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更新講習受付システム（教員免許状更新受付サービス）の利用登録

　インターネットで香川大学の「教員免許状更新受付サービス」の利用登録をしてください。

▶ 教員免許状更新講習HP
https://www.kagawa-u.ac.jp/cooperation-community/8181/
▶ 更新講習受付システム（教員免許状更新受付サービス）　バナーをクリック

1

2

3  登録アドレスに「利用申請メールアドレス登録完了のお知らせ」が届きます。 
メールに記載のURLをクリックして、個人情報を入力してください。

2

次 のアドレスからメールが受信できる個人のメールアドレスを登録してください。  
受付サービス（menkyo@liveapplications.jp）  
香川大学教員免許状更新講習事務室　（kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp）

※免許状更新講習の連絡は、登録したメールアドレスへ電子メールで行います。

注  意  ！

香川大学 更新講習 検 索

● 「初めてご利用される方へ」からアクセスしてください。
●  システムの操作については「ご利用の手引き」をご確認ください。
◯  過去に登録している方は、同じ受講者IDをご利用ください。

●   利用規約を確認し、よろしければ「同意する」にチェックしてください。 
 個人のメールアドレスを入力後、送信ボタンを押してください。
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1

2

4

【個人情報の入力について】
☆�有効期間の延長又は修了確認期限の延期、講習の受講免除を受けた方は、備考欄に必ずその旨をご記
入ください。�
☆登録後に変更があった場合は、修正してください。

登録が完了すれば、利用者IDが発行されます。利用者IDとパスワードは必ずメモしておいてください。

講習登録が完了したら、事前アンケートを入力してください。

受講希望講習の申込み

受講は、「教員免許状更新受付サービス」にログイン後、「講習を検索して受講申込みを行う」から申
込んでください。

3

☆駐車場が利用できない会場や講習日があります。了承のうえお選びください。
☆ 事前アンケート回答後は、利用者が直接受講申込みを取り消すことができません。  

アンケート回答後に、取消し・変更のある場合は事務室まで連絡してください。

◯1次募集の講習申込み期間：3月29日（日）10:00 〜 4月26日（日）23:59
◯申込みは先着順

必修領域 全ての受講者が受講する領域 6時間以上

選択必修領域 受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員とし
ての経験に応じ、選択して受講する領域 6時間以上

選択領域 受講者が任意に選択して受講する領域
（履修認定対象職種に記載のない免許は認定されません） 18時間以上

合計 30時間以上

注  意  ！

注  意  ！

　免許状更新講習は、必修領域を6時間以上、選択必修領域を6時間以上、選択領域を18時間以上の、合わせ
て30時間以上の履修が必要となります。

（受講期間内であれば、他大学・機関で履修した講習と組み合わせることも可）

※ 選択領域の履修認定対象職種は必ずご自身の責任で確認してください。
※ 受講申込みが完了した場合は、登録のアドレスにメールが送信されます。

○「キャンセル待ち」で申し込んだ場合について
　➡ P.10 「キャンセル待ち」で申し込んだ場合  

について　参照 講習一覧はP7〜P9
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受講申込書等の提出（郵送）

受講料の入金（コンビニエンスストア入金）　

��受講票受領　

　受講申込み、事前アンケートの回答が終わりましたら、受講申込書をシステムから印刷してください。
受講申込書には　●本人の顔写真　●本人の申込み印　●受講対象者の証明　が必要です。（昨年度受講した場合も必要）

提出期限：5月11日（月）（1次募集）

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。
●受講対象者の証明について

◯現職の教員、保育士等
◯教員勤務経験者
◯教員採用内定者
◯教員となることが見込まれる者（臨時任用リスト搭載者等）　

➡　学校長もしくは施設の長等
➡　該当する学校長、施設の長等
➡　該当する学校長、施設の長等
➡　教育委員会等　

　受講料は、 1講習 6,000円です。（非課税）
　受講申込書受領後、順次払込通知書を郵送します。
　コンビニエンスストアで入金してください。
※ 別途手数料（1件182円）が必要となります。受講申込書の送付を分けて行った場合、振込通知書も分かれる場合があります。

通知書ごとに手数料が必要となりますがご了承ください。

払込期限 : 払込通知書に記載しています。【厳守】
※期限までに入金が確認できない場合自動的に受講辞退（キャンセル）となりますのでご注意ください。

●キャンセル料について
　受講料入金後に受講を辞退する場合は、受講料からキャンセル料を差し引いた額を返金します。（返金の振
込み手数料は受講者負担となります。）

　入金確認後、受講票を発送します。会場案内、受講上の注意を同封しますので、確認してください。
※ 事前課題・準備物の追加、講義室の変更等は『教員免許状更新受付サービス』に登録のメールアドレス宛に送信します。必ず

ご確認ください。

受講申込書送付先（郵送）：
〒760-8521　高松市幸町1−1
香川大学教員免許状更新講習事務室

キャンセル料金（基準日は、本学に辞退の届出が行われた日） 1講習につき

講習料の入金日 〜 講習日の30日前まで 　　　　　　　　 1,000円

講習日の29日前 〜 講習日の10日前まで 　　　　　　　　 2,000円

　　　　　　講習日の9日前 〜 講習日の前日 　　　　　　　　 3,000円

　　　　　　講習当日の連絡、又は欠席 受講料の全額

4

6

5

（参考：香川県教育委員会　TEL：087-832-3740）
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その他お知らせその他のお知らせ

●事前相談について
　講習の受講に際して特別な配慮を必要とされる方は、講習事務室までご連絡ください。可能な限り対応し
ます。

●講習の廃止、日程変更等について
◯ 1次募集終了時（4月26日（日））に、応募人数が4人以下の講習については、講習を廃止する場合があり

ます。
◯ 教員の公務や事故等でやむをえず講習日の日程変更・廃止をする場合があります。  

廃止・日程変更で受講できない場合は、受講者と調整し他の講習に振り替えます。振替ができない場合は、
講習料を返金します。

●駐車場について
【幸町キャンパス】
◯幸町キャンパスは駐車スペースが少ないため原則は公共交通機関をご利用ください。
◯ 駐車場利用可能日について：  

行事・イベントのない土・日・祝日で利用可能な日をホームーページに掲載します。  
利用可能日を確認していただき、駐車場利用を希望される方は「駐車場利用申請サイト」より申請してく
ださい。  
※事前に申請していない場合は入講できませんのでご注意ください。

◯朝入構されますと講習終了後までは外に出られませんのでご注意ください。
【医学部キャンパス】
駐車可能（ただし、医学部駐車場をご利用ください。附属病院駐車場を利用の場合は料金が必要となります。）

【創造工学部林町、農学部キャンパス】
駐車可能（ただし、朝入構されますと講習終了後までは外に出られませんのでご注意ください。）

【かがわ国際会議場】近隣の有料駐車場をご利用ください。

●気象警報が発表された場合の講習について
◯ 特別警報の場合  

各キャンパス、会場の所在する地域に特別警報の発表があった場合は、当該キャンパス、会場の全ての講
習を直ちに中止します。

◯ 気象警報の場合  
休講の措置については、ホームページへ掲載するほか、該当の受講生へメールで周知します。必ず確認し
てください。また、休講となった場合は延期開講または中止となりますが、受講できない場合は他の講習
に振り替えるか、振替ができない場合は講習料を返金します。 

●追加募集について
　1次募集終了後、定員に余裕がある場合は追加募集をすることがあります。詳細は、教員免許状更新講習事
務室HPをご確認ください。

●更新講習事務室からのメール連絡について
　免許状更新講習の連絡、情報提供は電子メールで行います。受付システム、教員免許状更新講習事務室か
らのメールを必ず確認してください。
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■  必修領域

■  選択必修領域

●講習一覧
◯ 更新講習受付システムで、シラバス、主な受講対象免許等の情報を公開しています。
◯講習名の末尾に数字が付いている講習は、同じ内容のものを複数回開講するものです。
◯定員を増やす場合があります。
◯通常は、1講習6時間です。

● 講習内容、準備物等については、シラバスに掲載しています。
● 教員免許状更新講習HP、更新講習受付システムで必ず確認してください。

実施日 講習名 担当講師 定員 
（人）

履修認定 
対象職種

※会場

6月13日（土） 教育相談はじめの第一歩 ― いじめ・不登校を中心に ― 1 林　　智一 40 教,養,栄 幸町

6月14日（日）
国際理解教育としての地理教育を考える 平　　篤志 40 教,養,栄 幸町
災害対応能力訓練システムを用いた学校現場における 
地震発生時の対応能力養成実習

井面　仁志 
髙橋　亨輔 20 教,養,栄 林町

6月27日（土） 学校・家庭・地域の連携1 大村　隆史 50 教,養,栄 幸町

6月28日（日）
教育相談はじめの第一歩 ― いじめ・不登校を中心に ― 2 林　　智一 40 教,養,栄 幸町
初心者に向けた小学校におけるVisual Programmingを 
用いたプログラミング教育 宮﨑　英一 10 教,養,栄 幸町

7月4日（土） 発達障害と教育相談1 武藏　博文 30 教,養,栄 幸町
8月9日（日） カウンセリングマインドを活用した教育相談の方法1 小山　智朗 40 教,養,栄 幸町

8月10日（月） 学校カウンセリングの基本 山田　俊介 40 教,養,栄 幸町
8月18日（火） カウンセリングマインドを活用した教育相談の方法2 小山　智朗 40 教,養,栄 幸町
8月20日（木） 授業の情報化に伴うデータの可視化とプレゼンテーション 黒田　　勉 30 教,養,栄 幸町

8月22日（土）
学校に＜かえす＞心理学 大久保智生 

岡田　　涼 150 教,養,栄 幸町

カウンセリング・コミュニケーションについての講義と演習 竹森　元彦 30 教,養,栄 幸町
8月23日（日） 英語科教育概論 中住　幸治 20 教,養,栄 幸町

9月5日（土）
発達障害と教育相談2 武藏　博文 30 教,養,栄 幸町
学校・家庭・地域の連携2 大村　隆史 50 教,養,栄 幸町

9月26日（土） 道徳教育の充実1 植田　和也 50 教,養,栄 幸町
9月27日（日） 道徳教育の充実2 植田　和也 50 教,養,栄 幸町

10月17日（土） ICTを活用した「未来の学び」を、知ろう！ 
→考えてみよう！→創ってみよう！ 松下　幸司 24 教,養,栄 幸町

実施日 講習名 担当講師 定員（人） ※会場

6月21日（日） 1）教育の最新事情 毛利　　猛 
坂井　　聡 120 国際会議場

7月19日（日） 2）教育の最新事情 小方　直幸 
橋本　忠行 140 幸町（北）

8月1日（土） 3）教育の最新事情 山岸　知幸 
大久保智生 150 国際会議場

8月18日（火） 4）教育の最新事情 松井　剛太 
山本木ノ実 140 幸町（南）

8月20日（木） 5）教育の最新事情 櫻井　佳樹 
大久保智生 120 国際会議場

9月27日（日） 6）教育の最新事情 柳澤　良明 
岡田　　涼 80 幸町（北）
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選択領域の履修認定対象職種に記載のない免許は、教員免許状更新講習の受講講習として認定されません。

■  選択領域

注意！

実施日 講習名 担当講師 定員
（人）

履修認定 
対象職種

※会場

6月13日（土）

小中高理科で扱う圧力と真空の世界 高橋　尚志 25 教 幸町

小学校教員を対象とした器楽演奏の実践（リコーダー） 青山　夕夏 12 教 幸町

児童期における体育・スポーツ指導 上野　耕平 32 教 幸町

国語表現演習 佐藤　明宏 30 教 幸町

6月14日（日）

篆刻 ― 印章の制作 ― 小西　憲一 24 教 幸町

発達障害への心理学的アプローチ1 惠羅　修吉 30 教,養 幸町

深い学びを実現する算数・数学の学習1 松島　　充 30 教 幸町

教育にも適用可能な経営学の理論1 西中　美和 40 教,養,栄 幸町

6月27日（土）

少年非行・犯罪の現状と少年法1 吉井　　匡 30 教 幸町

教育にも適用可能な経営学の理論2 西中　美和 40 教,養,栄 幸町

エクセルを用いた基本統計処理 堀川　　洋 35 教 幸町

6月28日（日）
心理学からみた学習意欲 岡田　　涼 40 教 幸町

少年非行・犯罪の現状と少年法2 吉井　　匡 30 教 幸町

7月4日（土）

小学校教員を対象とした器楽演奏の実践（ピアノ伴奏法） 東浦亜希子 12 教 幸町

現代日本の選挙と政治1 堤　　英敬 30 教 幸町

学校体育における「水泳教育」の重要性と授業づくりのヒント1 石川　雄一 20 教 幸町

楽しく学んで、楽しく実践、やさしい健康講座 宮武　伸行 50 教,養,栄 医学部

7月5日（日）

発声指導法（児童発声・変声期）と歌唱実践 若井　健司 15 教 幸町

西洋史 唐澤　晃一 30 教 幸町

深い学びを実現する算数・数学の学習2 松島　　充 30 教 幸町

企業の社会的責任と社会的経済1 朴　　恩芝 30 教,養,栄 幸町

7月12日（日）
歴史学 唐澤　晃一 30 教 幸町

学校体育における「水泳教育」の重要性と授業づくりのヒント2 石川　雄一 20 教 幸町

7月19日（日） 企業の社会的責任と社会的経済2 朴　　恩芝 30 教,養,栄 幸町

8月8日（土）

教師の指導が助長する問題行動とその見方 大久保智生 130 教,養 幸町

はじめての特別支援教育 小方　朋子 
中島栄美子 100 教,養,栄 幸町

摂食障害から現代的課題を考える1 渡邉　久美 
蔵本　　綾 36 教,養,栄 医学部

8月9日（日）

社会と歴史の教育1 鈴木　正行 40 教 幸町

外国人児童生徒と言葉について考える 山下　直子 15 教 幸町

衣・食・住の生活文化と環境1 妹尾　理子 16 教 幸町

8月10日（月）

社会と歴史の教育2 鈴木　正行 40 教 幸町

学力と資質・能力を伸ばす学級づくりと授業づくり 野﨑　武司 50 教 幸町

からだでこころで感じて動く表現の世界 藤元　恭子 25 教 幸町

摂食障害から現代的課題を考える2 渡邉　久美 
蔵本　　綾 36 教,養,栄 医学部

8月18日（火）

幼稚園教諭の転換点について考える 片岡　元子 25 教 幸町

地球とその歴史を探る1 寺林　　優 15 教 幸町

衣・食・住の生活文化と環境2 妹尾　理子 16 教 幸町
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幸　　　町
医　学　部
林　　　町
農　学　部
国際会議場

：香川大学幸町北キャンパス（高松市幸町1-1）
：香川大学医学部キャンパス（木田郡三木町池戸1750-1）
：香川大学創造工学部林町キャンパス（高松市林町2217-20）
：香川大学農学部キャンパス（木田郡三木町池戸2393）
：かがわ国際会議場（高松シンボルタワー棟6F）

※ 会場

実施日 講習名 担当講師 定員
（人）

履修認定 
対象職種

※会場

8月18日（火）

臨床心理学的及び医学的側面からみた教育現場での 
問題への対応法について

黒滝　直弘 
神原　憲治 
川人　潤子 
野口　修司

50 教,養,栄 医学部

生きる意味への問いに対する関わり 
：スピリチュアルニードの理解

清水　裕子 
上原　星奈 50 教,養,栄 医学部

最新バイオテクノロジー：体験！ゲノム編集技術 田淵　光昭 30 教 農学部

家畜や野生動物のための栄養学 川﨑　淨教 40 教,栄 農学部

ナノテクノロジーと電子材料 小柴　　俊 25 教 林町

8月22日（土）
地球とその歴史を探る2 寺林　　優 15 教 幸町

化学物質を介した植物間の相互作用 加藤　　尚 40 教 農学部

8月23日（日）

野菜の特性に着目して教材を再検討する1 畦　　五月 12 教,栄 幸町

環境に優しいマイクロスケール化学実験ならびに 
生物化学の基礎

高木由美子 
小森　博文 30 教 幸町

科学的思考力の発達を促進する理科授業の実習 笠　　潤平 20 教 幸町

9月5日（土）

平安文学教材研究 北原圭一郎 30 教 幸町

現代日本の選挙と政治2 堤　　英敬 30 教 幸町

プログラミング言語の最新動向 香川　考司 25 教 林町

9月6日（日）

発達障害への心理学的アプローチ2 惠羅　修吉 30 教,養 幸町

数学−−中・高の教材に潜む高等数学 内藤　浩忠 30 教 幸町

思考ツールを活用した国語学習の方法 山本　茂喜 25 教 幸町

運動が苦手な子にもやさしいボール運動教材を考える 米村　耕平 30 教 幸町

9月12日（土）

初等整数論と暗号理論への応用 髙野　啓児 30 教 幸町

子どもを取り巻く環境（メディア・生活習慣・身体活動等）と 
保健に関わる話1 宮本　賢作 50 教,養,栄 幸町

経済学における数学の応用 星野　良明 30 教 幸町

科学史をふまえた理科教育論 北林　雅洋 30 教 幸町

9月13日（日）

野菜の特性に着目して教材を再検討する2 畦　　五月 12 教,栄 幸町

子どもを取り巻く環境（メディア・生活習慣・身体活動等）と 
保健に関わる話2 宮本　賢作 50 教,養,栄 幸町

「自由」について考える 石川　　徹 30 教 幸町

9月26日（土）

表現を探る ― 楽曲の分析を通して ― 岡田　知也 10 教 幸町

天文と気象に関する話題について 寺尾　　徹 
松村　雅文 21 教 幸町

絵画（木炭デッサン）制作 古草　敦史 12 教 幸町

ニュージーランドにおける小・中・高等学校での第二言語教育 
：過去と現在 バテン ポール 40 教 幸町

9月27日（日）
中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活 宮島　美花 40 教 幸町

性はなぜあるのか？ 松本　一範 25 教 幸町

10月3日（土） 土壌動物の多様性と機能 豊田　　鮎 20 教 農学部

10月17日（土）
消費行動と生活経営 時岡　晴美 30 教 幸町

幾何学的不変量に関する概論 四ツ谷直仁 20 教 幸町
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こんなときは…

自分が受講対象者かどうか、受講期間がいつなのかわからない
必ずご自身の責任で確認してください。
参考：文部科学省のホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/index.htm

教員免許状更新受付サービスの利用登録をしようとしたがメールが届かない
受付サービス（menkyo@liveapplications.jp）、
香川大学教員免許状更新講習事務室（kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp）
からのメールをブロックしていませんか？
ブロック解除については携帯電話会社等へお問い合わせください。

個人情報の登録がエラーになってうまくできない
複数の画面を開いたままにしていませんか？また、一定時間を超えるとタイムアウトになる場合があ
ります。「ご利用の手引き」をご確認ください。

受講申込みをしたが、都合が悪くなりキャンセルしたい
事前アンケートに回答する前であれば、自分で取り消すことができます。
事前アンケート回答後は、事務室までご連絡ください。
➡ 参考：p.5「キャンセル料について」

選択領域の「主な受講対象者」に該当しない講習を受講してもよいか
「履修認定対象職種」であれば「主な受講対象者」に該当しなくても受講することは可能です。特に
講習内容の中心となることが想定される対象者（学校種、教科種）とお考えください。
申込者にとって意義のある内容の講習か確認のうえ、お申し込み願います。
なお、選択領域の場合、「履修認定対象職種」に記載のない免許は、教員免許状更新講習の受講講習
として認定されませんのでご注意ください。

「キャンセル待ち」で申し込んだ場合、どうなるか
定員に空きがでた場合、繰り上がり受講可能のメールが届きます。受講を希望する場合は申込書類送
付の手続きを行ってください。受講を希望しない場合はシステムより取消作業を行ってください。（次
の方が繰り上がりますのでご協力お願いいたします。）
※１次募集終了後、受講人数が確定した時点で「キャンセル待ち」は無効となります。
※なお、キャンセル待ちを申し込んだ順番で繰り上がりますので、必ず受講できるとは限りません。

駐車場は利用できるか
会場や実施日によって異なります。利用状況については教員免許状更新講習事務室HPに掲載します
ので、駐車場の利用を希望する場合は必ずご確認ください。
➡ 参考：p.6「駐車場について」

文部科学省 免許更新 検 索

？
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令和2年度

香川大学
教員免許状更新講習
香川大学
教員免許状更新講習
香川大学
教員免許状更新講習
香川大学
教員免許状更新講習

案  内

　教員免許更新制は、その時々で求められる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。有効期間満了日または修了確認期限の2年2か月前から
2か月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の教員免許状更新講習を受講・修了し
た後、免許管理者（都道府県教育委員会）に申請する必要があります。

教員免許更新制 とは…

■香川大学教員免許状更新講習事務室
〒760-8521  香川県高松市幸町1－1
TEL　087-832-1175　　FAX　087-832-1176
E-mail　kyoshoku@ao.kagawa-u.ac.jp
http://www.kagawa-u.ac.jp/cooperation-community/8181/

香川大学 更新講習 検 索

●この案内は、令和2年3月1日現在
の情報です。会場、日程等変更する
場合がありますので、申込時にweb
サイトで確認してください。

●受講資格、免許状更新講習受講期
間は必ずご自身の責任で確認してく
ださい。
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