摂南大学
教員免許状更新講習の
ご 案 内

平成29(2017)年度
受講生募集要項

１
受講資格（受講対象者）について
本学が実施する平成29年度教員免許状更新講習受講対象者は、下記の要件
をすべて充足する方に限られます。

① 修了確認期限が、
平成30年3月31日または平成31年3月31日の方
※下表参照。詳細は文部科学省HPで確認してください。

② 以下のいずれかに該当する方
●

現職教員
（司書教諭、
スクールサポーター等除く）

●

教員採用内定者（司書教諭、
スクールサポーター等除く）

●

教育委員会や学校法人等が作成した臨時任用（非常勤）
リストに登録されて
いる方

昭和37年4月2日 〜 昭和38年4月1日 生まれの方
昭和47年4月2日 〜 昭和48年4月1日 生まれの方
昭和57年4月2日 〜 昭和58年4月1日 生まれの方

表 【平成31年3月31日に修了確認期限を迎える方】
昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日 生まれの方
昭和48年4月2日 〜 昭和49年4月1日 生まれの方
昭和58年4月2日 〜 昭和59年4月1日 生まれの方
※ 生年月日が上記に該当しない方で修了確認期限を延長されている場合は、
お申し込みの際に延期申請にかかる書類（コピー）
を併せて提出してください。
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生年月日が本表に該当して
いても︑
②の要件に当てはま
らない場合は受講対象外と
なります︒
ご注意ください︒

【平成30年3月31日に修了確認期限を迎える方】
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受講科目について
① 免許状更新に必要な受講時間数
法令で、必修領域６時間・選択必修領域６時間・選択領域18時間の計30時間の受講が
義務付けられています。時間数を満たせない場合は免許状の更新ができません。

② 本学での開講科目
本学では、必修領域１科目・選択必修領域３科目、選択領域８科目を開講しています。
各開講科目の詳細は後述のとおりです。
なお時間数は、
1科目６時間です。
※ 開講科目によって実施会場が異なりますのでご注意ください。

③ 科目の選択
①に記載の時間数を満たすよう科目を受講してください。各科目に「受講対象」
（ 所有
免許状の種類等）
を記載しています。対象外の方でも受講は可能ですが、講習内で試験
やレポート、
プレゼンテーション等を行いますので、所有の免許状に近い分野の科目を
受講されることをおすすめします。ただし、養護教諭免許状を所有の方は、養護教諭対
象の旨が記載されている科目のみ受講可能です。
また、栄養教諭免許状所有の方は、
必修領域の科目のみ受講可能です。

④ その他
選択領域および選択必修領域で開講している科目は、幼児・保育に直接関連する内容
を取り扱っておりませんので、受講される際は予めご了承ください。
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申し込み方法について

講習の申込受付はすべてWEB登録にて行います。教員免許状更新講習Webサイトにて「受講の予約（先着順）」後、受講申込書を
印刷し必要事項を記入、所属長等の証明を受け申込書類一式を本学に送付してください。あわせて受講料をお支払いください。

① 申込受付期間

平成29（2017）年5月25日
（木）10：00 〜 6月13日
（火）16：00 受付終了
※受付開始日に特設サイトがオープンします。
受付期間内であっても、
希望する講座が定員に達した時点で当該科目の受付は
終了します。
予めご了承ください。
なおキャンセル待ちの受付はございません。

② 申込要領
STEP 1 特設サイトへアクセス
・摂南大学HPから教員免許状更新講習のバナーをクリックし、特設サイトへアクセス

STEP 2 仮申し込み
・仮申込のフォームが表示される
・PCメールアドレスを入力
※スマートフォン等のアドレスでも入力可能ですが、後にPDFデータ等をダウンロードする必要がありますので、PCアドレスの入力をおすすめします。
※入力されたアドレス宛にメールを送信します。@setsunan.atto-lance.com のアドレスが受け取れるよう事前に設定しておいてください。

STEP 3 仮申し込み完了
・STEP２で入力したアドレスにメールが届く
・5分待っても届かない場合は、① 正しいアドレスが設定されているか確認のうえ、
フォームにアドレスを入力
するところからやり直す 。② 迷惑メールボックスに入っていないか確認してください。

STEP 4 本申し込み
・STEP３で届いたメールに記載されているURLにアクセス
・WEB登録（本申込）画面が表示されるので必要事項を記入する
※修了確認期限はプルダウンで選択します。
どちらか（平成30年3月31日または平成31年3月31日）
を選んでください。

・
「この内容でお申込みを確定する」ボタンをクリックし登録完了
・登録完了後、STEP２で入力したアドレスに登録完了通知メールが届く
【注意】WEBだけでは申込は完了しません。この時に登録したパスワードは今後も使用しますので、メモ等で控えておいてください。

STEP 5 申し込み書類の送付
・登録完了後、
以下の申込書類一式を簡易書留（レターパック等）
でご送付ください。
本 申 し 込 み 完 了 後 ︑ 日 以 内 に お 済 ま せ く だ さ い︒
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●受講申込書（2枚セット/人）
・マイページからダウンロードしてください。本申し込み時に登録された情報が出力されますので、内容をご
確認のうえ間違いなければ以下のとおり準備ください。
①顔写真（スナップ写真不可）貼付
②証明者記入欄に、所属の学校長または教育委員会等から受講対象者である証明を受けてください。
必ず公印押印をお願いします（個人印不可）
●事前アンケート
（1枚/講習）
・マイページからダウンロードしてください。1講習につき1枚必要です。
●レターパックライト360［返信用］
・郵便局等でご準備ください。講習終了後、本学から受講証明書を送付する際に使用しますので、宛先に証明
書の郵送を希望する宛名・住所をご記入ください。
●延長申請にかかる書類（該当の方のみ）
・事情により講習修了確認期限を延長されている方は、延長申請にかかる書類を同封ください。

申込書類の送付先 〒572 - 8508 大阪府寝屋川市池田中町 17番８号 摂南大学 教務部 教務課 教員免許状更新講習係

STEP 6 受講料の振込
・STEP３登録完了後に届く通知メールに記載の銀行口座に所定の受講料を振込む
※振込が確認できないまま期日
（登録完了後、10日以内）
を過ぎますと自動的に申込キャンセルとなります。

STEP 7 申し込み完了
・受講申込書確認通知メールおよび振込確認通知メールが届けば申込完了
※申込書確認通知メール、振込確認通知メールを必ず確認してください。

・通知メールが届いた後、マイページから
「受講証」がダウンロードできますので、当日持参ください。
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キャンセルについて
原則、申し込み完了後のキャンセルはご遠慮ください。
やむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、
以下の取扱いとなります。

① キャンセル期日
科目開講日を含めて５日前
（土日除く）
≪例≫ 8/5 実施の科目のキャンセル期日は

8/1（火） 8/2（水） 8/3（木） 8/4（金） 8/5（土）
キャンセル期日
5日前

4日前

3日前

2日前

開講日
1日前

② キャンセル手続方法
マイページより
「更新講習受講取消届」
をダウンロード・プリントアウトし、
必要事項を記入
のうえ所定欄に押印し、
郵送してください
（送付先は、
受講申込書類送付先に同じ）
。

③ 受講料の返金について
受講料振込後のキャンセルについては下記のとおりです。
▶ キャンセル期日前：１科目につき事務手数料1,000円を差し引いた額を返金
▶ キャンセル期日後：理由に関わらず返金はいたしません
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講習時間について
時限等

時間

集合

9：20

1 時限

9：30 〜 10：30

2 時限

10：40 〜 11：40

昼休憩

11：40 〜 12：30

3 時限

12：30 〜 13：30

4 時限

13：40 〜 14：40

5 時限

14：50 〜 15：50

6 時限

16：00 〜 17：00

アンケート記入

17：00 〜 17：10

※教室の入室は９時からです。終了時間は講習により多少前後する可能性があります。
※休憩は講習により異なりますので、講師の指示に従ってください。
※原則として遅刻または早退された場合は、履修（修了）証明書を発行いたしません。
※教室によって、エアコンの効きの強弱に違いがあります。上着等を持参する等各自で対応をお願いします。
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持ち物について
・受講証
（マイページからダウンロードのうえ、
各自で印刷してください）
・筆記用具
（鉛筆、
シャープペンシルは必ず持参ください）
・各講習で必要なもの
（各講習の内容をご確認ください）
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修了証明書の発行について
各科目における試験の結果に基づき、認定を行います。10月初旬までに申込時に同封
されたレターパックライト360で証明書を郵送します。
※本学での受講時間が30時間の方…………免許状更新講習修了証明書を送付
※本学での受講時間が30時間未満の方……免許状更新講習履修証明書を送付
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その他
・開講科目によって実施会場が異なりますので、
ご注意ください。
・受講者用駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。寝屋川、枚方いずれ
のキャンパスにおいても自動車・バイクでの来学はご遠慮ください。
また、
寝屋川キャン
パスへ自転車でお越しの場合は、
「自転車入退構ルート」
を利用しご来学ください。
ルー
トは本冊子の裏面に記載されています。
・障がいがある方で、受講にあたって特別の配慮が必要である場合は申込前にご相談く
ださい。
できるかぎりの支援をさせていただきますが、支援の内容や設備等の関係で
ご希望に添えない場合があります。
・更新講習にかかる保険の加入については、
各自でご判断のうえ加入してください。
・申込時に取得した個人情報については、
教員免許状更新講習に関してのみ使用します。
なお、
都道府県教育委員会より認定に関する照会があった場合は、
許可なく情報を提供
することがあります。
・受講の有無に関わらず、一度提出いただいた書類は原則返却いたしませんので予め
ご了承願います。
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① 正しいメールアドレスが入力されていない
→ 入力されたアドレスが正しいかどうか再度ご確認ください。
② @setsunan.atto-lance.comのアドレスが受信できる設定でない
→ 設定を変更し受信できるようにしてください。
③ 迷惑メールと認識されている

Ｑ1 現職教員ではありませんが、受講は可能ですか？
Ａ：教員採用内定者または教育委員会や学校法人等が作成した
臨時任用（非常勤）
リストに登録されている方であれば対象となり
ます。
その場合は、学校長または都道府県の教育委員会から受講

→ ご自身での設定の有無に関わらず迷惑メールボックスに入って
いる可能性があります。
迷惑メールボックスを確認してください。
※ 例年、
この件でのお問い合わせが殺到しております。お問い
合わせいただく前に一度迷惑メールボックスを確認してください。

対象者であることの証明を受けてください。

Ｑ10 必要事項の入力途中にエラーが発生しました。

Ｑ2 受講対象に該当しないのですが、受講できますか？

Ａ：登録完了通知メールが届く前にエラーとなった場合は、一度

Ａ：要件を満たさない方は受講できません。
Ｑ3

現職教員ですが、生年月日が該当せず延長申請もしていま
せんが受講は可能ですか？

Ａ：現職教員であっても、修了確認期限が平成30年3月31日または
平成31年3月31日の方でなければ受講できません。
学校現場に勤務していますが教諭としては勤務しておりません
Ｑ4
（司書教諭、
スクールサポーター等）が、受講資格はありますか？

Ａ：申し訳ございませんが受講対象外です。司書教諭の資格のほ
かに小学校教諭等その他の免許状をお持ちで、①教員採用内定
者②教員勤務経験者③認定こども園及び認可保育所の保育士
④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

画面を閉じURLにアクセスするところからやり直してください。
登録完了通知メールが届いてから受講申込書等をダウンロード
する際にエラーが生じた場合は、一度画面を閉じて、再度マイ
ページにログインしてください。

Ｑ11 申込書類は直接窓口へ提出しても良いですか？
Ａ：結構です。窓口は教務課（寝屋川キャンパス）であり、
平日9：00〜18：30、
土曜日9：00〜17：00の間開室しています。

受講について
Ｑ12 免許状の更新に必要な科目数を教えてください。
Ａ：必修領域１科目、選択必修領域１科目、選択領域３科目を受

保育士⑤臨時任用リスト搭載者のいずれかに該当する方であれば

講すれば、免許状の更新に必要な時間（30時間）
を満たすことが

受講可能です。

できます。具体的な科目の受講については、次のＱ＆Ａを参照し

Ｑ5

現在、幼稚園教諭（または保育士）
として幼稚園（認定こども園）
に勤務しておりますが、受講資格はありますか？

てください。

Ｑ13 受講すべき科目がわかりません。

Ａ： 受講していただくことは可能ですが、本学では幼児・保育に

Ａ：法令上の時間数を満たすよう科目を受講してください。各科

直接関係する科目を開講しておりませんので予めご了承ください。

目に
「受講対象」
（所有免許状の種類等）
を記載しています。
対象外

Ｑ6

教員免許状を持っていますが、現在専門学校で勤務しています。
受講できますか？

の方でも受講は可能ですが、講習内で試験やレポート、
プレゼン
テーション等を行いますので、
所有の免許状に近い分野の科目を
受講されることをおすすめします。
ただし、
養護教諭免許状を所有

Ａ： 専門学校にお勤めの方は更新講習受講義務がありません。
今後、
小学校・中学校・高等学校等で教諭として勤務される予定が

の方は、
養護教諭対象の旨が記載されている科目のみ受講可能で

ある方は受講をおすすめします。

能です。

申込について

Ｑ14

Ｑ7 申込はWEB以外でも受け付けていますか？

「養護教諭対象講座」
の旨が記載された科目
Ａ：養護教諭の方は、
に限り受講可能です。
そのほかの科目は受講できませんのでご注

Ａ：申込はすべてWEBにて行っております。電話やメール、郵送等
による受付は行っておりませんのでご了承ください。

Ｑ8

登録するアドレスは携帯電話やスマートフォンのアドレスでも
良いですか？

Ａ：申込手続きを進めていただく過程で、書類のダウンロード等

す。
また、
栄養教諭免許状所有の方は、
必修領域の科目のみ受講可

養護教諭（または栄養教諭）
の免許状を持っていますが、
どの科目を受講すれば良いですか？

意ください。
また、栄養教諭の方は必修領域の科目のみ受講可能
です。本学では選択必修領域および選択領域の科目は受講でき
ませんのでご了承ください。

Ｑ15 自家用車での来校は認められないのでしょうか？

が必要になりますので、
PCアドレスの設定をおすすめします。

Ａ：駐車場に限りがあるため、会場へは公共交通機関を利用して
お越しください。やむを得ない事情（怪我等）により公共交通機関

Ｑ9 仮申込後、メールが届くと記載されていますが一向に届きません。

の利用が難しい場合は事前にご相談ください。

Ａ：次のような原因が考えられます。お問い合わせ前に一度ご確
認ください。
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寝屋川キャンパス学内自転車入退構ルート
号館

総合体育館

10号館

4号館

8

3号館

号館

①科目によって実施会場が異なります。

号館

注意事項

部室棟

西門 清掃車、搬入車のみ通行可
13

北門

5

不開講となる可能性があります。
菅原神社方面
からの通行禁止

③気象警報等で開講不可となった場合、

常時閉鎖

12

1

東門

自転車駐輪場
号館

②申込者数が５名に満たない場合、

11

号館

申込・受講の際はご注意ください。

第1グラウンド
（人工芝グラウンド）

号館

自転車駐輪
場以外、
学内での
自転車
通行禁止!!

7号館

正門

南門

終日自転車通行禁止

自転車通用門
自転 車はここから
出入りしてください。

菅原神社前交差点

別日程に振替えることがあります。

石津元町交差点

④講習期間中、
キャンパス内において

府道13号線

守口市方面

学生の行き来があります。

至 寝屋川市駅

●キャンパス内は、
自転車の走行を禁止します（自転車駐輪場は除く）。
●駐輪場は、
12号館横の自転車駐輪場のみです。
●正門、東門、南門は歩行者、
バス等の出入りがあるため、
終日自転車の入退構を禁止します（南門〜正門の通行も禁止）。
12号館横の自転車通用門から入ってください。
●守口市方面から自転車を利用する場合は、府道13号線から
石津元町交差点を左折、外環状線沿いを走行してください。

⑤遅刻、早退、欠席は原則認められません。

実施会場
寝屋川キャンパス
〒572-8508
大阪府寝屋川市池田中町17番8号
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【 お願い 】いずれのキャンパスも自家用車での来校はご遠慮ください。

お問い合わせ先
〒572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17番8号

摂南大学教務部教務課 教員免許状更新講習係 TEL 072-839-9106
摂南大学HP

http://www.setsunan.ac.jp/

メールアドレス SETSUNAN.Kyomu@josho.ac.jp
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