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教教 員員 免免 許許 更更 新新 制制 とと はは  

((11))  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。  

(2) 平成 21年 3月 31日以降に授与された新免許状には 10年間の有効期限が付されます。 
(3) 有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、有効期限までの受講期間内に 30時間以上の更新講習の受講・修了 

が必要です。 
(4) 平成 21年 3月 31日以前の旧免許状所持者にも、更新制の基本的な枠組みが適用されます。 

           詳しくは、文部科学省 HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm）を参照してください。 

          免許状更新講習（全 30時間）は、必修領域（6時間）、選択必修領域（6時間）、選択領域（18時間）に分けられ、受講者は、 
本人のニーズに合わせて必要な講習を選択し、受講することができます。本学では選択領域の講習を実施します。 

 
 
 

 

１． 受講対象者 
○令和 4年 3月 31日に修了確認期限を迎える旧免許所持者（第 2 グループ期間内に免許状を更新した者） 

＜参考：平成 24年 3月 31日を修了確認期限として更新手続きを行った者の対象生年月日＞ 
・昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日生まれ 
・昭和 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日生まれ 
・昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日生まれ 
 

○令和 5年 3月 31日に修了確認期限を迎える旧免許所持者（第 3 グループ期間内に免許状を更新した者） 
＜参考：平成 25年 3月 31日を修了確認期限として更新手続きを行った者の対象生年月日＞ 
・昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日生まれ 
・昭和 42年 4月 2日～昭和 43年 4月 1日生まれ 
・昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日生まれ 
 
 

 ○有効期間の満了の日が令和 4年 3月 31日である新免許状保持者 
 
○有効期間の満了の日が令和 5年 3月 31日である新免許状保持者 

※講習毎に主な学校種・教科を定めています。異なる学校種・教科であっても受講は可能ですが、更新講習の趣旨から保有する
免許状に対応した内容の講習を受講することをお勧めします。  

必修領域（6時間） 全ての受講者が受講する領域 

選択必修領域（6時間） 
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 

選択領域（18時間） 受講者が任意に選択して受講する領域 

令和３年度神戸大学免許状更新講習 
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２．開講科目：選択領域（詳細は、5頁～7頁をご覧ください）  ※１講習のみの申し込みも可能です。 
     

開講コード 開催日時 講習の名称 主な受講対象者 時間数 開講場所 

21001  令和 3年 8月 3日 現代自然科学の最先端１ 
中学校（理科）教諭 

高等学校（理科）教諭 
6時間 

神戸大学 農学部 学舎 21002 令和３年 8月４日 現代自然科学の最先端２ 
中学校（理科）教諭 

高等学校（理科）教諭 
6時間 

21003  令和３年 8月５日 現代自然科学の最先端３ 
中学校（理科）教諭 

高等学校（理科）教諭 
6時間 

 
3．申し込み方法 

   ①講習予約（第一段階申込） 

予約期間：令和 3年４月 16日（金）～5月 15日（土） 

申込フォームより、お申し込みください。 

お申し込み後、予約確認メールを送信します。3日（土日・祝日を除く）経ってもメールが届かない場合は、 

学務部学務課教育推進グループ（078-803-5208）までお電話ください。 
（受講者の決定方法は先着順です。また、定足数に達しない場合は、開設中止となります。） 

※予約後のキャンセルは、講習の開設中止につながる場合がございますので、ご遠慮ください。 

 

 

 
②事前アンケート 

アンケートフォームより、アンケートにご回答ください。 

      

 

                    

③「受講申込書」の郵送（第二段階申込） 

本学から、5月下旬頃までに開講決定通知メールを送付し、「受講決定通知書」、「振り込み書」、「受講票」を郵送します。 

開講決定通知メールを受け取りましたら、HP より、「受講申込書」をダウンロードの上、必要事項をご記入し、郵送により、 

下記期限までに次の申込先にお送りください。 

 

郵送受付期限：令和３年 6月 18日（金）（必着） 
 

 

 
  

申込先 
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 神戸大学学務部学務課教育推進グループ 
 TEL：078-803-5208  FAX:078-803-7539 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ch5dbNPK9D369andh37Ds9C9vf8X1EZRu4hF_d-bcLGLAg/viewform
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④受講料の振り込み 
本学から郵送した振り込み書をご利用の上、下記期限までに受講料をお振り込みください。  

 振り込み期限：令和３年 6月 1８日（金） 

      

 

 
⑤申し込み手続き完了 

受講料の振り込み確認後、本学から申し込み手続き完了メールを送付します。 
申し込みは完了です。 

 

4．受講料 

１講習（６時間） 6,000円    
※ 但し、講習によって教材費等が必要となる場合があります。  

 
5．受講料の返還 

事前に電話連絡の上、受講される更新講習初日の 2日前（2日前が土・日・祝日の場合は、その前日）までに、郵送必着
で辞退届が提出され、本学が承認した場合は、事務手数料（1,000円）を控除した金額を返還します。辞退届の様式は、
HP より、ダウンロードしてください。 

 

 

 

具体的な手続方法等の他、不明な点については、学務部学務課教育推進ｸﾞﾙｰﾌﾟまでお問い合わせください。 

気象警報の発令や、本学の事情により更新講習を実施できなかった場合は、全額を返還します。 

 
6．履修認定及び履修認定試験 

履修認定試験は、講習期間中に「筆記試験」により行います。 

履修認定は、合・否により行い、更新講習終了後、９月２４日（金）までに郵送する予定です。 

 

7．個人情報の取り扱い 

個人情報については、個人情報保護法等を遵守の下、教員免許更新にかかわる業務を行う目的にのみ利用します。 
 

辞退届提出先 
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 神戸大学学務部学務課教育推進グループ 
 TEL：078-803-5208  FAX:078-803-7539 
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8．特別な措置を必要とされる方の事前相談 

障がい等の理由により、受講上特別な措置を必要とされる方は、事前に学務部学務課教育推進ｸﾞﾙｰﾌﾟまでご相談ください。 
 

 

9．その他、受講に関する注意事項 

・原則として、遅刻・欠席・早退は認めません。 

・本講習の受講、履修認定試験時には、受講票の他、本人確認できる書類（運転免許証・パスポート等）により、本人確認の必要が 

ありますので必ず持参してください。 

・キャンパス内は、駐車場の余裕がありませんので、自家用車によるご来校はご遠慮ください。 

・次年度以降の更新講習のため、各講習終了後、事後評価アンケートを行いますのでご協力ください。 

・受講希望者が定足数に満たない場合は、開設を中止することがあります。 

・受講希望者が定員を超過した場合は、先着順にて受付をいたします。 

・開設中止、又は定員超過により受講不可となった場合、受講希望者へは申込期間終了を待たずにご連絡いたします。 
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講習名 現代自然科学の最先端１ 

開催日程 令和３年 8月３日（火） 

開始時間 9：30～16：40（9：10受付開始） 

開講コード 21001 

担当講師 

庄司 浩一（農学研究科准教授） 
井原 一高（農学研究科准教授） 
澤田  豊（農学研究科准教授） 

受講対象者 中学校（理科）教諭・高等学校（理科）教諭 

講座内容 
 

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に入れながら、教員免許状
更新講習に則した幅広い内容の講義をする。 
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。 
（１）農業機械と計測における物理学 
（２）バイオマスエネルギー 
（３）土の力学 

開催場所 神戸大学 農学部教室（B201） 

受講料 6,000円 

募集人員 30名 

履修認定方法 筆記試験 

備考 
受講希望者が定足数に満たない場合は、開設を中止することがあります。 

募集人員を超えた場合、申込受付を中止することがあります。 

 

開講科目：選択領域 
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講習名 現代自然科学の最先端２ 

開催日程 令和３年 8月４日（水） 

開始時間 9：30～16：40（9：10受付開始） 

開講コード 21002 

担当講師 

本田 和久（神戸大学大学院農学研究科准教授） 
石井 弘明（神戸大学大学院農学研究科准教授） 
中屋敷 均（神戸大学大学院農学研究科教授） 

受講対象者 中学校（理科）教諭・高等学校（理科）教諭 

講座内容 
 

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に入れながら、教員免許状
更新講習に則した幅広い内容の講義をする。 
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。 
（１）ニワトリの摂食調節機構の解明 
（２）樹木の生態と生理 
（３）マメ科植物と根粒菌の共生 

開催場所 神戸大学 農学部教室（B201） 

受講料 6,000円 

募集人員 30名 

修了認定方法 筆記試験 

備考 
受講希望者が定足数に満たない場合は、開設を中止することがあります。 

募集人員を超えた場合、申込受付を中止することがあります。 
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講習名 現代自然科学の最先端３ 

開催日程 令和３年 8月５日（木） 

開始時間 9：30～16：40（9：10受付開始） 

開講コード 21003 

担当講師 

杉本 幸裕（神戸大学大学院農学研究科教授） 
竹中 慎治（神戸大学大学院農学研究科教授） 
森垣 憲一（神戸大学大学院農学研究科准教授） 

受講対象者 中学校（理科）教諭・高等学校（理科）教諭 

講座内容 
 

現代自然科学の進展について、中等教育との関係も視野に入れながら、教員免許状
更新講習に則した幅広い内容の講義をする。 
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。 
（１）植物と周囲の生物との相互作用 
（２）食品の発酵に関わる微生物とその酵素 
（３）生体分子の相互作用と自己組織化 

開催場所 神戸大学 農学部教室（B201） 

受講料 6,000円 

募集人員 30名 

修了認定方法 筆記試験 

備考 
受講希望者が定足数に満たない場合は、開設を中止することがあります。 

募集人員を超えた場合、申込受付を中止することがあります。 
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お問い合わせ先 

神戸大学学務部学務課教育推進グループ 

〒657-8501 神戸市灘区鶴甲１－２－１ 

TEL：078-803-5208  FAX：078-803-７５３９ 

URL :  http://www.kobe-u.ac.jp/ 


