
平成２２年度教員免許状更新講習のお知らせ

― 受講者募集要項 ―

平成１９年６月に教育職員免許法が改正され、平成２１年度から教員免許更新制が導入されまし

た。制度導入後に授与された教員免許状には１０年の有効期間が定められ、有効期間の更新のため

には免許状更新講習の受講と修了が必要となっています。また、制度導入以前に取得された教員免

許状についても、１０年毎の修了確認期限が定められ、当該期限までに必修領域１２時間以上、選

択領域１８時間以上の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。

（詳細は文部科学省ＨＰ→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm）

奈良教育大学では、昨年度に引き続き本年度も別紙（開設講習一覧）の通り、奈良県内の大学・

その他の機関と連携して、教員のニーズに応じた多様な講習を実施します。

平成２２年度の対象となるのは、次の①②に該当する方です。

①平成２３年３月３１日時点で満３５歳（昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日生まれ）、満

４５歳（昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日生まれ）、満５５歳（昭和３０年４月２日～

昭和３１年４月１日生まれ）となる方で、平成２１年度までに必修１２時間、選択１８時間を

受講・修了していない方

②平成２４年３月３１日時点で満３５歳（昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ）、満

４５歳（昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日生まれ）、満５５歳（昭和３１年４月２日～

昭和３２年４月１日生まれ）となる方
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受講者募集要項

１．更新講習の概要

（１）募集定員

・必修領域 ３００人

・選択領域 各講習で定員を設定（開設講習一覧を参照）

（２）講習会場

奈良教育大学 ：奈良市高畑町

畿央大学 ：北葛城郡広陵町馬見中4-2-2

天理大学 ：天理市田井庄町80

奈良大学 ：奈良市山陵町1500

奈良産業大学 ：生駒郡三郷町立野北3-12-1

大阪樟蔭女子大学 ：香芝市関屋958

奈良保育学院 ：奈良市三条宮前町3-6

（３）講習日

・必修領域 ８月３・４日（火・水）

・選択領域 各講習で日時を設定（開設講習一覧を参照）

（４）講習時間

各会場によって異なります。詳細は後日送付の実施要項にてお知らせします

（５）受講料

必修領域１２時間講習・・・１２，０００円

選択領域 ６時間講習・・・ ６，０００円

（※受講料の他、実技等の講習において実費等を徴収するものがあります）



２－１．受講対象者

更新講習の受講対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。 
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） 
② 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員

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 
④ ③に準ずる者として免許管理者が定める者

また、今後教員になる可能性が高い者として、

⑤ 教員採用内定者

⑥ 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 
⑦ 過去に教員として勤務した経験のある者

⑧ 認定こども園又は幼稚園も設置している者が設置する保育所などで勤務している場合に限り、

幼稚園教諭免許状を有している保育士も更新講習を受講することができます。 

上述の①～⑧に該当する者の中で、今年度の受講対象者となるのは以下のⅠ・Ⅱの方です。

Ⅰ．平成２３年３月３１日時点で次の年齢となる方で、平成２１年度末までに必修１２時間、選

択１８時間を受講・修了していない方

・満３５歳 （昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日生まれ）

・満４５歳 （昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日生まれ）

・満５５歳 （昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日生まれ）

Ⅱ．平成２４年３月３１日時点で次の年齢となる方

・満３５歳 （昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ）

・満４５歳 （昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日生まれ）

・満５５歳 （昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日生まれ）

２－２．免除対象者

以下の者は、免許管理者（都道府県教育委員会）に申請を行うことによって免許状更新講習が免

除となります。

①教員を指導する立場にある者

・校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、主幹教諭または指導教諭

・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

・免許状更新講習の講師となっている者 など

②優秀教員表彰者

文部科学大臣、教育委員会などから、各教科の指導法または生徒指導その他その者の所持す

る免許状に関係する知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者。

ただし、優秀教員表彰を若くして受けた場合には、優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免

除の対象となります。

※詳細は免許管理者（都道府県教育委員会）にお問い合わせください。



３．応募手続き・諸注意

（１）受講申込

○Ｗｅｂのみの受付で先着順となります。奈良教育大学ホームページ上にて後日稼動（５月

中旬予定）する『教員免許状更新講習受付システム』から申し込んでください（『教員免許

状更新講習受付システム利用手引き』を後日掲載（５月中旬予定）しますので、そちらを参

照下さい）。手続きの流れは次の通りです。

① 『教員免許状更新講習受付システム』上で申込みしてください。

② ①終了後、予約の完了確認メールを大学から各受講者へ送信（※１）します。

③ 予約の完了確認メールに、『事前アンケート（※２）』と『受講申込書（※３）』を添付フ

ァイルで送付しますので、各自で印刷し、必要事項を記入してください。

④ 奈良教育大学において受講者の受講資格を確認した後、奈良教育大学から受講者に『実施

要項』『口座振込依頼書』を送付（平成２２年６月の２週目頃を予定）します。

⑤ 平成２２年６月２３日（水）までに、受講料を指定口座に振込み、その領収書の写し（ATM

の明細でも可）を『受講申込書』の裏面に貼り付けて下記あて先まで送付（郵送のみ）し

てください。

※１ 予約の完了確認メールには受講者のＩＤと講習当日の受講者番号が記載されています

ので、各自で印刷し、紛失しないように注意してください。

ＩＤは２回目以降の受講予約に、受講者番号は講習当日に必要となります。（平成２１

年度に取得したＩＤは使用できません。）

なお、受講者番号は１講習につき１つ割り振られます。講習当日は受講者番号順に座っ

ていただきますので、印刷した用紙を必ず持ってきてください。

※２ 『事前アンケート』は１講習ごとに１枚の提出になります。必要分を各自で印刷してく

ださい。

事前アンケートは受講者のニーズなどを把握し、講習に活用するために実施します。

ただし、必ずしもご希望にそえないことがあることを予めご了承ください。

※３ 『受講申込書』は１講習ごとに１枚の提出になります。必要分を各自で印刷して下さい。

顔写真(3×2.5cm)を貼り付け、必要事項を記入の上、所属長の証明を受けたものを送付

してください。

また、送付する前に『受講申込書』のコピー（写真貼付、所属長の証明を受けたもの）

を各自で必ず取っておいてください（受講当日の受付けにおいて本人確認のため、受講申

込書のコピーを提示いただきます）。

【あて先】〒６３０－８５２８ 奈良市高畑町

奈良教育大学総務課（国際交流・地域連携室）

封筒は必ず角２封筒（240×332mm）を使用し、表に【更新講習申請書在中】と朱書きしてください。

（２）『教員免許状更新講習受付システム』での予約受付期間

○以下の１～３に該当する者の先行受付期間を設けます。

１．奈良県内の学校・園・教育委員会等に所属する受講対象者の内①～④⑧の者

２．奈良県内学校・園への教員採用内定者

３．奈良県下の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

○その他の方は、一般受付期間で申し込みください。

先行受付期間→平成22年5月24日9時から5月27日16時まで（期間中は２４時間申込み可能）

一般受付期間→平成22年5月28日9時から5月31日16時まで（期間中は２４時間申込み可能）

○募集定員に達した場合には、受付期間内でも受付を終了します。



（３）申込みの諸注意

①受講できる講習は１日１講習です。

例）×「初等教科（社会・生活）」（8月24日実施分）と「初等教科（算数・理科）」（8月24

日実施分）の２講習の申し込みは不可です。

②必修領域は１２時間、選択領域は１８時間までしか申し込む事はできません。

例）× 選択領域において６時間単位の講習を４講習以上の申し込みは不可です。

○ 必修領域１講習＋選択領域６時間単位の講習を３講習申し込むことは可能です。

③必修領域又は選択領域いずれか一方のみの申し込みも可能です。

④養護教諭の方は開設講習一覧の対象職種に「教、養教」と記載されているもの以外は申し込

みできません。

⑤申し込まれた講習が不開講となる場合（後述の通り）もありますので、他の講習に移ってい

ただけるよう申込み時の『教員免許状更新講習受付システム』の基本情報入力画面の備考欄

に第３希望まで記入（下記記入例参照）してください。ただし、第２・３希望の講習がすで

に募集定員に達している場合は、ご希望にそえないことをあらかじめご了承ください。

【第２・３希望の記入例】･･･日付と講習名を記入

第２希望 ８月２５日「学習活動に生かす心理学」

備考 第３希望 ８月２６日「奈良の森と水と動物」 ※第２・３希望の講習を記入（日付と講習名）

※障害を有している方で希望する配慮、支援内容等を記入

（４）講習の不開講について

選択領域において、受講申込者が５名以下の場合は、不開講とします。ただし、主な受講対象

者が「技術工業教諭」、「中高家庭教諭」、「中高音楽教諭」、「中高美術教諭」、「書道教諭」、「情報

教育関連教諭」の講習を除きます。

なお、受付期間終了後、申し込まれた講習が不開講となった方には、『実施要項』送付前に大

学から連絡いたします。

（５）受講の可否、本人確認

平成２２年６月２３日（水）までに受講料の領収書の写しを付した『受講申込書』を送付いた

だいて、はじめて受講の受付完了となります。

講習当日は受講申込書のコピーで本人確認をしますので、『受講申込書』を大学に送付する前に、

必ず各自でコピーを取っておいてください。

（６）保険の加入について

講習受講に係る保険については、各受講者の判断により加入してください。

（７）履修認定について

各講習、筆記・実技等の試験を行い、合格者には履修証明書を、不合格者にはその旨を平成２

２年９月３０日までに書類で送付いたします。

（８）問い合わせ先

奈良教育大学総務課（国際交流・地域連携室）

Tel:0742-27-9108 E-mail:koushin@nara-edu.ac.jp



４．開設講習一覧

※各講習の詳しい内容についてはホームページ↓ をご覧ください。

http://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SOUMU/KENKYO/22nittei.html

注）受講される方は、必ずシラバスを確認してから申し込んでください。

必修領域（教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項）

主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員

全教員 教、養教 1001 
教育の最新事情

（１２時間）

8月3日（火）

8月4日（水）
奈良教育大学 300

選択領域（教育指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項）

主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員

2001 
若者文化と生徒指導

（６時間）
8月11日（水） 奈良大学 30

2002
学習活動に生かす心理学

（６時間）
8月25日（水） 奈良教育大学 70

2003
児童生徒のﾌｨｼﾞｶﾙﾍﾙｽとﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽにおける諸問題

（６時間）
8月26日（木） 奈良教育大学 70

全教員 教、養教

2004
ｶｳﾝｾﾘﾝｸ /゙ﾋﾟｱ・ｻﾎﾟｰﾄ/ｷｬﾘｱ教育

（６時間）
8月27日（金） 奈良教育大学 70

2005 
世界遺産とユネスコの教育

（６時間）
8月25日（水） 奈良教育大学 70

2006
地域の伝統文化と文化財を活かす教育

（６時間）
8月25日（水） 奈良教育大学 70

2007
世界の中の奈良－比較文化の視点から－

（６時間）
8月26日（木） 奈良教育大学 70

2008
奈良の森と水と動物

（６時間）
8月26日（木） 奈良教育大学 70

全教員（養護教諭

を除く）
教

2009
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂの活用（教員の ICT活用指導力）

（６時間）
8月27日（金） 奈良教育大学 20

2010 
特別支援教育の当面する課題１

（６時間）
8月10日（火） 奈良教育大学 70特別支援教育関連

教諭

（養護教諭を含む）

教、養教

2011
特別支援教育の当面する課題２

（６時間）
8月11日（水） 奈良教育大学 70

2012 
子育てを取り巻く新たな展開

（６時間）
8月7日（土）

大阪樟蔭女子大学

（関屋ｷｬﾝﾊﾟｽ）
30

2013
保育内容の充実（表現活動を通じて）

（６時間）
8月9日（月） 奈良保育学院 20幼稚園教諭 教

2014
幼児の教育と発達

（６時間）
8月24日（火） 奈良教育大学 30



主な受講対象者 対象職種 講習番号 開設講習名（時間数） 開設日 会場 募集定員

2015 
初等教科（国語・英語）

（６時間）
8月5日（木） 奈良教育大学 50

2016
初等教科（社会・生活）

（６時間）
8月24日（火） 奈良教育大学 50

2017
初等教科（算数・理科）

（６時間）
8月24日（火） 奈良教育大学 50

小学校教諭 教

2018
新教育課程における小学校教育

（６時間）
8月19日（木） 畿央大学 50

2019 
国語に親しませる授業をめざして

（６時間）
8月5日（木） 奈良教育大学 30

中高国語教諭 教

2020
奈良の文学

（６時間）
8月11日（水） 奈良大学 30

中高英語教諭 教 2021 
コミュニケーションとリーディングの指導、並び

に認知言語学を基盤とした文法指導の可能性

（６時間）

8月10日（火） 奈良教育大学 30

社会・公民教諭 教 2022 
「権利」の思想と実践：起源・受容・展望

（６時間）
8月10日（火） 奈良教育大学 20

社会・地理歴史教

諭
教 2023 

地理・歴史教育と地理学・歴史学研究

（６時間）
8月11日（水） 奈良教育大学 20

情報教育関連教諭 教 2024 
教育内容の充実（中高情報教育関連教諭用）

（６時間）
8月2日（月） 奈良産業大学 20

中高理科教諭 教 2025 
生命と地球の科学・物質科学と教育について

（６時間）
8月5日（木） 奈良教育大学 30

技術工業教諭 教 2026 
技術・工業教育のこれから

（６時間）
8月5日（木） 奈良教育大学 15

中高家庭教諭 教 2027 
家庭科教育

（６時間）
8月10日（火） 奈良教育大学 15

中高数学教諭 教 2028 
新しい数学の学びを体験しよう

（６時間）
8月11日（水） 奈良教育大学 30

中高音楽教諭 教 2029 
音楽教育

（６時間）
8月5日（木） 奈良教育大学 15

中高美術教諭 教 2030 
美術科教育の今日的課題/

描画・塑造における基礎技能の再発見

（６時間）

8月10日（火） 奈良教育大学 15

書道教諭 教 2031 
書道

（６時間）
8月11日（水） 奈良教育大学 15

2032 
学校・社会体育と運動の科学

（６時間）
8月11日（水） 奈良教育大学 15

中高保健体育教諭 教

2033
教科「体育」の実技指導

（６時間）
8月18日（水） 天理大学 30


