
茨城大学での教員免許状更新講習は以下の手順で手続きを行います。

あらかじめご確認の上、茨城大学ホームページから手続きを行ってください。

手順

1． P.2

<参考> P.7

<参考> P.8

2． P.9

<参考> P.9

3． P.10

4． P.13

5． P.14

5-1． P.14

<参考> P.16

<参考> P.17

5-2． P.18

6． P.19

<参考> P.20

<参考> P.22

7． P.23

8． P.23

9． P.24

受講者登録をします。※受講者登録はいつでもできます。

管理システムにログインします。

講習を申し込みます。

事前アンケートに回答します。

振込依頼書を作成します。

提出書類を作成します。

最初の修了確認期限

「受講申込書」「振込依頼書」が印刷できない方へ

免許状の名称の対象表

受講対象者の証明方法について

受講申込書を作成します。

パスワードを変更します。

書類を送付します。

受理の確認をします。

申し込みが完了しました！

参考資料：トップページの画面の説明

受講申込書・振込依頼書　記載例

受講申込書・振込依頼書チェックリスト

茨城大学教員免許状更新講習手続きマニュアル



１．受講者登録をする

①茨城大学ホームページを開きます。

②教員免許状更新講習を選択します。

③教員免許状更新講習のページに移

動します。

④教員免許状更新講習を選択します。

Q．昨年度取得したユーザーID（受講者ID）・

パスワードは今年度も使用できますか？

A．使用できます。

ユーザーID(受講者ID）・パスワードを忘れて

しまった場合には

までご連絡ください。

１．受講者登録をします。※受講者登録はいつでもできます。

茨城大学全学教職センター 教員免許状

更新講習担当（℡：029-228-8815）



このシステムから、ユーザーIDの登録

や受講科目の予約、申込書の印刷など

を行います。

⑤更新講習管理システムに移動します。

⑥【受講者登録】を選択します。



⑤【基本・送付先情報登録】の画面が表

示されます。

水色に塗りつぶされている部分

（ ）を全て入力してください。

※住所は、パンフレットや修了証明書

（履修証明書）等を送付する際に必要と

なりますので、お間違いのないようご注

意ください。

※講習についての各種案内をメールに

て送信します。

Q．携帯電話のメールアドレスは登録できま

すか？

A．携帯電話のメールアドレスでは、メール

が届かない場合があります。可能な限り、

パソコンのメールアドレスのご登録をお願い

します。

※修了確認期限（有効期間）は、記入

漏れの多い項目です。

入力がない場合、テストメールが届か

ないなど不具合が生じる可能性があり

ます。

⑥全ての情報の入力が終わりましたら、

「利用規約をご確認ください。

⑦内容を確認していただけましたら【同

意する】を選択し、【情報登録】ボタン

を選択してください。

Q．所持している免許状が選択肢にありま

せん。

A．昭和63年と平成18年の免許法の改正

により名称が変更しました。選択肢は改正

後の名称を使用しておりますので、8ページ

の対比表をご確認の上、対応する改正後

の名称で登録してください。

また、高等学校「社会」を所持している方は、

「地理歴史」または「公民」のどちらかを選

択してください。

Q．4月から勤務先が変わりますが、勤務先

は、作成時の勤務先と4月からの勤務先の

どちらを入力すればよいでしょうか。

A．作成時の勤務先を入力してください。

4月に勤務先が変わりましたら、システムか

ら勤務先の変更を行ってください。



⑧「メール着信テスト」画面に移動しま

す。

⑨内容に誤りがなければ【メールテス

ト】を選択してください。

登録したメールアドレスにメールが送信

されますので、受信されたか必ず

ご確認ください。

情報を修正する場合は、【情報登録へ

戻る】を選択してください。

⑩メール送信後、「登録内容確認」画面

に移動します。

メールの受信及び登録内容の確認を

行ってください。

⑪内容に誤りがなければ【受講者登

録】を選択してください。

Q．テストメールが届きません。

A．メールアドレスに誤りがないか再度ご確

認ください。

パソコンのメールアドレスを正しく入力して

いるにもかかわらず、メールが届かない場

合には、

までご連絡ください。

携帯電話のアドレスを登録している場合は、

パソコンからのメールを受信しない設定に

なっている可能性があります。

個別に

を受信出来るよう設定してください。

受信設定を変更しても届かない場合には、

パソコンのメールアドレスを登録してくださ

い。

茨城大学全学教職センター 教員免許状

更新講習担当（℡：029-228-8815）

・管理システムのメールアドレス

（kmenkyo@necps.jp）

・茨城大学のドメイン

（@ml.ibaraki.ac.jp）



⑫受講者登録が完了しました。

システムにログインするために必要な

「ユーザーID」と「初期パスワード」が書

かれたメールが登録されているメール

アドレスへ送信されますので、ご確認く

ださい。

※初期パスワードはセキュリティ面から

ログイン後に必ず変更してください。

パスワードの変更については9ページ

「２．管理システムにログインする」をご

確認ください。

※ユーザーID及びパスワードは必ず控

えを取っておいてください。



【旧免許状（栄養教諭免許状以外）所持者】

受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限
免許状更新講習受講期間及び更新
講習修了確認申請期間

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

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

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日

昭和42年4月2日～昭和43年4月1日

昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日

昭和43年4月2日～昭和44年4月1日

昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

昭和34年4月2日～昭和35年4月1日

昭和44年4月2日～昭和45年4月1日

昭和54年4月2日～昭和55年4月1日

昭和35年4月2日～昭和36年4月1日

昭和45年4月2日～昭和46年4月1日

昭和55年4月2日～昭和56年4月1日

昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

昭和46年4月2日～昭和47年4月1日

昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

昭和37年4月2日～昭和38年4月1日

昭和47年4月2日～昭和48年4月1日

昭和57年4月2日～昭和58年4月1日

昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

昭和48年4月2日～昭和49年4月1日

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49年4月2日～昭和50年4月1日

昭和59年4月2日～

【旧免許状（栄養教諭免許状）所持者】

免許状が授与された日 最初の修了確認期限
免許状更新講習受講期間及び更新
講習修了確認申請期間

【新免許状所持者】

免許状に有効期間が記載されていますので、ご確認ください。

平成28年3月31日

平成29年3月31日

平成30年3月31日

平成31年3月31日 平成29年2月1日～平成31年1月31日

平成28年2月1日～平成30年1月31日

平成27年2月1日～平成29年1月31日

平成26年2月1日～平成28年1月31日

2

3

4

平成18年4月1から平成19年3月31日
までに栄養教諭の普通免許状を授与
された旧免許状所持者
平成19年4月1日から平成20年3月31
日までに栄養教諭の普通免許状を授
与された旧免許状所持者
平成20年4月1日から平成21年3月31
日までに栄養教諭の普通免許状を授
与された旧免許状所持者

7

8

9

10

平成18年3月31日以前に栄養教諭の
普通免許状を授与された旧免許状所
持者

1

平成31年3月31日 平成29年2月1日～平成31年1月31日

平成32年3月31日 平成30年2月1日～平成32年1月31日

1

2

3

4

5

6

平成25年2月1日～平成27年1月31日

平成28年3月31日 平成26年2月1日～平成28年1月31日

平成29年3月31日 平成27年2月1日～平成29年1月31日

平成30年3月31日 平成28年2月1日～平成30年1月31日

平成23年3月31日 平成21年4月1日～平成23年1月31日

平成24年3月31日 平成22年2月1日～平成24年1月31日

平成25年3月31日 平成23年2月1日～平成25年1月31日

平成26年3月31日 平成24年2月1日～平成26年1月31日

平成27年3月31日

<参考>最初の修了確認期限



養護学校自立活動教諭免許状（言語障害教育）

改正後

特別支援学校教諭免許状（視覚障害者に関する教育の領域）

改正前

盲学校教諭免許状

特別支援学校自立活動教諭免許状（言語障害教育）

特別支援学校自立活動教諭免許状（聴覚障害教育）

特別支援学校自立活動教諭免許状（肢体不自由教育）

特別支援学校理実教科教諭免許状（理容、美術、工芸、被服）

特別支援学校自立活動教諭免許状（視覚障害教育）

聾学校教諭免許状

養護学校教諭免許状

盲学校特殊教科教諭免許状（理療、理学療法、音楽）

特別支援学校教諭免許状（聴覚障害者に関する教育の領域）

特別支援学校教諭免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者
に関する教育の領域）

特別支援学校理実教科教諭免許状（理療、理学療法、音楽）

　高等学校教諭　一種　免許状

　養護教諭　一種　免許状

　養護教諭　二種　免許状

聾学校自立活動教諭免許状

養護学校自立活動教諭免許状（肢体不自由教育）

聾学校特殊教科教諭免許状（理容、美術、工芸、被服）

盲学校自立活動教諭免許状

　幼稚園教諭　二種　免許状

　小学校教諭　一種　免許状

　小学校教諭　二種　免許状

　中学校教諭　一種　免許状

　高等学校教諭　専修　免許状

◎昭和63年の教員免許法の改正により、従前の一級免許状及び二級免許状は、下記の通り専修・一種免許状に変
わりました。

◎平成18年の教育職員免許法の改正により、盲・聾・養護学校に関する免許状は平成19年4月1日から以下の名称
に変わりました。

改正前

　幼稚園教諭　一級　免許状

改正後

　幼稚園教諭　一種　免許状

　養護教諭　二級　免許状

　養護教諭　一級　免許状

　中学校教諭　二種　免許状

　高等学校教諭　二級　免許状

　高等学校教諭　一級　免許状

　中学校教諭　二級　免許状

　中学校教諭　一級　免許状

　小学校教諭　二級　免許状

　小学校教諭　一級　免許状

　幼稚園教諭　二級　免許状

<参考>免許状の名称の対象表



１．受講者登録をする
２．管理システムにログインします。

①受講者登録した際に受信したメール

に記載されている「ユーザーID」と「パス

ワード」を入力し、【ログイン】ボタンを

選択します。

<参考>パスワードを変更します。

※ログイン後に必ずパスワードの変更

を行ってください。

①【パスワードの変更】を選択します。

②「パスワードの変更」画面に移りますので、現在のパスワードと新しいパス

ワードを入力します。

③【実行】を選択して、変更は終了です。

②ログイン後の画面です。



１．受講者登録をする
３．更新講習を申し込みます。

①【講習科目の予約】を選択します。

②更新講習を受講する際の注意事項

です。

各項目を確認の上、チェックを入れてく

ださい。

③全ての項目の確認が終わりましたら、

【承諾】ボタンを選択してください。



⑤希望する講習の【予約はこちらか

ら】を選択してください。

④講習の選択画面に移動します。

※講習内容はシラバスに記載しています。

（シラバスは、本システム「講習科目一

覧」のページまたは本学ホームページに

掲載。）

Q．選択講習は「新課題講習」と「新展開講

習」の両方を受講しなければなりません

か？

A．必ずしも両方を受講する必要はありませ

ん。汎用的な内容の講習を「新課題講習」、

専門性に特化した内容の講習を「新展開講

習」と区別しています。シラバスで内容を確

認の上、自由に選択してください。

Q．選択講習は、所持している免許状の教

科以外の講習を受講できますか？

A．原則としては、所持している免許状の教

科の講習を受講してください。なお、対象職

種が対応していれば、所持している免許状

の教科以外の講習も受講できます。

希望する講習がある場合には、検索する

ことも可能です。シラバスやリーフレット

から領域や開講月等を確認の上、選択し

てください。【検索・表示】を選択しますと、

講習科目一覧に検索結果が表示されま

す。



⑥申し込む講習が表示されます。

確認の上、間違いなければ【この講習

科目を選択する】を選択してください。

講習科目を≪変更≫する場合は、【他

の受講科目の選択はこちらから】を

選択してください。

講習科目を≪追加≫する場合は、【他

の受講科目の選択はこちらから】を

選択してください。

講習科目を選択する講習科目一覧の

ページに移動しますので、受講を希望

する講習科目を選び、⑥以降と同じ手

続きを行ってください。

申し込み内容をメールで登録したアドレ

スに送信することもできます。その場合

は、【申し込み内容を登録メールアド

レスへ送信する場合はこちらから】
を選択してください。

⑨事前アンケートの登録に進む場合は、

【事前アンケートの登録はこちらか

ら】を選択してください。

⑧【申し込む】を選択すると、「--WEB申

し込み完了--」の画面に移動します。

⑦申し込む講習を確認の上、確定する

場合は【申し込む】を選択してください。

※システムの予約は仮予約です。申込

書等の書類が受理されなければ、予約

が確定されません。



１．受講者登録をする
４．事前アンケートに回答します。

①【事前アンケートの回答】を選択し

ます。

「回答済」か「未回答」かは「インフォメー

ション」欄で分かります。

③回答する講習を確認し、【回答】ボタ

ンを選択します。

※事前アンケートに回答しなければ、「免

許状更新講習受講申込書」及び「受講料

振込用紙」の印刷はできません。

④設問と回答欄が表示されますので、

回答を入力してください。

Q．事前アンケートが回答できません。

A．回答を全て入力しなければ【回答】は選

択できません。

回答漏れがないか確認してください。

⑤回答の入力が全て終わりましたら、

【回答】ボタンを選択してください。

入力を中断する場合は【一時保存】を

選択してください。

⑥「Webページからのメッセージ」が表

示されますので、よろしければ【OK】ボ

タンを選択してください。

⑦回答が登録された講習の「インフォ

メーション」欄は「回答済」になります。

②「事前アンケートの回答」ページに移

動します。



１．受講者登録をする
５．提出する書類を作成します。

①【受講申込書の作成】を選択します。

③「インフォメーション」欄が「印刷でき

ます」となっていることを確認し、印刷す

る講習の「取り纏め対象」の□を選択し

てチェックを入れ、【受講申込書印刷】

を選択します。

※事前アンケートを入力しなければ印

刷できません。

②「受講申込書の作成」画面に移動し

ます。

Q．受講申込書が複数枚になってしまうの

ですが、全て作成して提出しなければなり

ませんか？

A．印刷する講習全ての「取り纏め対象」の

□にチェックを入れて【受講申込書印刷】を

選択してください。１つの申込書にまとめて

表示されます。

５-１．受講申込書を作成します。



④受講申込書が表示されますので、内

容を確認の上、印刷してください。

Q．申込書が表示されません。

Q．申込書が印刷できません。

A．「ポップアップブロック」の設定により、表

示または印刷ができない状態になっている

可能性があります。

「ポップアップブロック」の解除の方法につ

いては、17ページ「受講申込書の印刷がで

きない方へ」を参照してください。

Q．証明者が分かりません。

A．受講者の証明につきましては次ページ

「受講対象者の証明方法について」をご参

照ください。

⑤[証明者記入欄]を証明者に記入して

もらいます。



（※注）

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、所保育
教諭、講師）
（免許法第9条の3Ⅲ①）
校長（延長）、副校長（副園長）、教頭、実習助
手、寄宿舎指導員、養護職員
（免許状更新講習規則第9条Ⅰ①）

校長の証明
※校長本人の場合は法人の長

場帳の証明
※場長本人の場合は教育委員会

公立学校

国立学校

私立学校

協働調理場に勤務
する学校栄養職員

校長の証明
※校長本人の場合は教育委員会

校長の証明
※校長本人の場合は法人の長

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

受講対象
者の区分・
教育の職

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県社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無く教育委員会の教
育事務所長であった場合など。）

受講対象者の区分 証明の方法（※注）

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のある者
の証明

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

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）

<参考>受講対象者の証明方法について



<参考>「受講申込書」「振込依頼書」が印刷できない方へ



①【振込依頼書の作成】を選択します。

③「インフォメーション」欄が「印刷でき

ます」となっていることを確認し、印刷す

る講習の「取り纏め対象」の□を選択し

てチェックを入れ、【振込依頼書印刷】
を選択します。

②「振込依頼書の作成」画面に移動し

ます。

５-２．振込依頼書を作成します。

④振込依頼書が表示されますので、内

容を確認の上、印刷、振込を行ってくだ

さい。

Q．振込依頼書が表示されません。

Q．振込依頼書が印刷できません。

A．「ポップアップブロック」の設定により、表

示または印刷ができない状態になっている

可能性があります。

「ポップアップブロック」の解除の方法につ

いては、17ページ「受講申込書の印刷がで

きない方へ」を参照してください。

Q．振込依頼書が複数枚になってしまうの

ですが、全て作成して提出しなければなり

ませんか？

A．印刷する講習全ての「取り纏め対象」の

□にチェックを入れて【振込依頼書印刷】を

選択してください。１つの申込書にまとめる

ことができます。

Q．ATMから振込はできますか？

A．ATMからの振込は納入者の確認ができ

ませんので、ご遠慮いただいております。



１．受講者登録をする
６．書類を送付します。

※「振込金受取書・振込受付書」は必

ずコピーを裏面の余白部分に貼付して

ください。

２．振込金受取書・振込受付書のコ

ピー

（受講申込書に貼る）

３．※延期申請をした方のみ

修了確認期限延期証明書

【提出する書類】

１．受講申込書

※「振込金受取書・振込受付書」のコ

ピーの貼り方は自由ですが、証明者が

記載した日付けや氏名等が確認できる

ようにのり付けしてください。

【送付先】

〒310-8512
茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学 全学教職センター

教員免許状更新講習担当



記載漏れ等あった場合、書類を処理するこ

とができません。

内容確認のお電話等させていただきます

[1]写真の貼り忘れ。
※鮮明であれば、データでの写真も可

[2]押印漏れ。

[4]該当区分への〇の付け忘れ。
受講対象者の区分（申込時現在の状況をいずれか１

つ選択し、記入して下さい）

①現職の方

・・・[3]の勤務先を記載し、職名に○

②内定者や教員リストに登載されている方

・・・内定先や○○市教育委員会等を記載

③現職でない教員勤務経験者の方

・・・以前勤務されていた学校名を記載

④認定こども園や認可保育所勤務の方

・・・現在の勤務先を記載

<参考>受講申込書・振込依頼書 記載例

[7]申し込み講習の誤り。

茨

城

いばらき小学校

[3]勤務先（または以前の勤務先・以前の勤務

先）の記入漏れ。
※赤枠内に勤務先は表示されませんので、ボールペ

ン等により記入してください。

[6]修了確認期限（有効期間満了日）の誤り。
7ページの「修了確認期限」もご参照ください。

また、受講者IDが「7716000000」や「7717000000」な

ど最初の4つの数字が「7718」以外の方は免許状が

「（未設定）」と表示され、終了確認期限等が空欄とな

る場合があります。

システムトップ画面Menu【ユーザー（受講者）情報の変

更】より所持する免許状を選択し直してください。

[8]同一日の講習への申し込み。
講習は1日行いますので，1日2講習は受講できませ

ん。

[9]〇のつけ忘れ。

表面の該当区分との齟齬。

[10]青字部分の記載漏れ。

職員の押し忘れ。

いばらき小学校

学校長 茨城 花子
いばらき

小学校

30   3    15

[11]振込金受取書・振込受付書のコピーの貼り

忘れ。

コピーではなく本紙の貼付。
本紙は本人控えとして保管してください。

主な記載誤りの例

[5]※新免許状所持者のみ※

有効期間の満了日の記入漏れ。



[12]金額の確認。
印刷する際に「取り纏め」欄の□をチェック（☑）すると、

チェックした講習の講習料の合計金額が表示されます。

[13]金融機関の押印の確認。

主な注意事項



<参考>受講申込書・振込依頼書チェックリスト



１．受講者登録をする
７．受理の確認をします。

茨城大学にて届いた書類の確認を行います。

受講料の入金及び書類に不備がないことを確認できましたら、書類を受理します。

受理が行われることでシステムからの申し込み段階では仮予約であった講習の予約が確定します。

登録したメールアドレスに受理した旨のメールを送付しますので、確認してください。

８．申し込みが完了しました！

講習の手続きは以上で完了です！

講習実施日の2週間前までにパンフレットを発送いたします。

パンフレットには、実施教室や持ち物等の記載がありますので、ご確認ください。

Q．申し込んだ講習を取り止めたい。

A．

（1）受講申込書を送付する前

更新講習管理システムにログインし、【予約の取り消し】から取り消しをおこなってください。

（2）受講申込書を送付した後

【茨城大学全学教職センター 教員免許状更新講習担当（TEL 029-228-8815）】までご連絡ください。

受講する講習の前日17時までにご連絡があった場合は、取り止めを受け付け、振込手数料及び損害保険料を差し引いた

金額を返金します。

（ただし、土日祝日を挟む場合は、前週の金曜日17時までです。）

返金にあたり、「受講料返還請求書」を提出していただく必要があります。

更新講習管理システムからダウンロードできますので、「受講料返還請求書」に必要事項を記入し、押印の上、【茨城大学全

角教職センター 教員免許状更新講習担当】へ送付してください。

返還手続きに支障が出ますので、連絡後2週間以内に必ず送付してください。

※受講する講習の前日17時以降、または講習日の欠席（連絡がない場合も含む）については、取り止めとして受け付けるこ

とはできません。

受講料の返還もできませんので、ご了承ください。



９．参考資料：管理システムのトップ画面の説明

講習科目一覧です。

実施日や定員、シラバスなどが確

認できます。

受講科目を予約できます。

予約した講習を取り消すことがで

きます。

※大学が書類を受理するまではこ

の項目で取り消しが可能です。

書類を送付後は【茨城大学 全学

教職センター 教員免許状更新講

習担当（029-228-8815）】までご連

絡ください。

受講申込書の印刷ができます。

振込依頼書の印刷ができます。

受講料返還請求書や履修証明書

再発行願いのダウンロードができ

ます。

講習科目の予約状況や成績を確

認できます。

大学からのメールを確認できます。

問合せ先が表示されます。

受講者情報を変更できます。

住所や勤務先が変わった際には、

この項目から変更してください。

講習の流れを表示しています。

各項目を選択すると、灰色の枠（ ）内に説明

文が表示されます。

大学からのお知らせが通知されます。

項目を選択すると、上の黒板部分に表

示されます。

事前アンケートの回答フォームへ

進みます。

システムを終了します。

パスワードを変更できます。
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