
鳴門教育大学

平成２９年４月

「鳴門教育大学ウェブページ」

「教員免許状更新受付サービス」

ご利用の手引き



はじめにはじめにはじめにはじめに

� 教員免許更新制は，その時々で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。

鳴門教育大学では，こうした教員免許更新制の目的に即し，これまで

培ってきた教育・研究の成果をもとに，教員免許状更新講習を開設し

ています。

� 平成29年度の開設講習に関する情報は，鳴門教育大学ウェブページ

にてお知らせします。適宜ご確認ください。

� 講習の申込み等は，教員免許状更新受付サービスにて行っています。

� この「ご利用の手引き」は，教員免許状更新講習に関する，

「Ⅰ 本学ウェブページ」と，「Ⅱ 教員免許状更新受付サービス（イン

ターネットシステム）」について説明しています。
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ⅠⅠⅠⅠ 本学ウェブページについて本学ウェブページについて本学ウェブページについて本学ウェブページについて
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＜鳴門教育大学ウェブページ＞
TOP画面

① 鳴門教育大学ウェブページ（下記ＵＲＬ）に，
アクセスし，「教員免許状の更新講習につい
て」バナーをクリックすると，教員免許状更新
講習に関係するウェブページにアクセスでき
ます。

http://www.naruto-u.ac.jp/
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①①①①

鳴門教育大学ウェブページ



＜鳴門教育大学ウェブページ＞
教員免許状更新講習TOP画面

① このページでは教員免許状更新講習に関す
る下記のページにリンクしています。
� 教員免許更新制の概要

http://www.naruto-u.ac.jp/research/04/005001.html

� 平成○○年度開設講習のご案内

http://www.naruto-u.ac.jp/research/04/005002.html

� 教員免許状更新受付サービス

http://www.naruto-u.ac.jp/research/04/005003.html

� 鳴門教育大学への交通アクセス

http://www.naruto-u.ac.jp/access.html

� 徳島県内の大学が開設する免許状更新講習の一覧

について（徳島県ホームページへのリンク）

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009040200065/

② 鳴門教育大学が開設する教員免許状更新講
習に関する新着情報を掲載しています。

http://www.naruto-u.ac.jp/research/

04/005.html
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②②②②

①①①①

教員免許状更新講習



＜鳴門教育大学ウェブページ＞
教員免許更新制の概要画面

① このページでは，教員免許更新制の基本的
な流れを掲載しています。

教員免許状の更新に当たっては，修了確認
期限の２ヶ月前までの２年間に，大学などが
開設する３０時間（必修領域６時間，選択必
修６時間，選択領域１８時間）以上の免許状
更新講習を受講・修了した後，免許管理者に
申請して修了確認を受けることが必要です。

� ご自分の最初の修了確認期限を，ご確認くださ

い。

� その他，教員免許更新制についての詳細は，文

部科学省HPをご覧ください。

http://www.naruto-u.ac.jp/research/

04/005001.html
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教員免許更新制の概要
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＜鳴門教育大学ウェブページ＞
平成○○年度開設講習のご案内画面

このページでは，本年度の「教員免許状更新講
習募集要項」，開設予定の講習概要等を掲載
しています。

募集人数の変更等，適宜お知らせしますので，
ご確認ください。

受講申込みの際は，必ず「教員免許状更新講
習募集要項」をお読みください。

http://www.naruto-u.ac.jp/research/

04/005002.html
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平成○○年度開設講習のご案内



＜鳴門教育大学ウェブページ＞
教員免許状更新受付サービス画面

このページから，教員免許状更新受付サービス

（外部リンク）にアクセスできます。

① 教員免許状更新受付サービスは，鳴門教育
大学が開設する教員免許状更新講習につ
いて，検索・申込み，事前アンケートの登録，
受講申込書の作成等をウェブ上で行えるイ
ンターネットシステムです。
システムのご利用にあたっては，次ページ
の「Ⅱ教員免許状更新受付サービス（イン
ターネットシステム）について」をご一読くださ
い。
受講申込みに際しては，必ず当該年度の
「教員免許状更新講習募集要項」をお読みく
ださい。

http://www.naruto-u.ac.jp/research/

04/005003.html
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①①①①

教員免許状更新受付サービス



Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 教員教員教員教員免許状更新受付免許状更新受付免許状更新受付免許状更新受付サービスサービスサービスサービス
（（（（インターネットシステム）についてインターネットシステム）についてインターネットシステム）についてインターネットシステム）について
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受講申込みの流れ受講申込みの流れ受講申込みの流れ受講申込みの流れ

� 本学が開設する教員免許状更新講
習の受講申込みは，基本的に先着順
（教員免許状更新受付サービスでの
申込み順）で行います。

� 教員免許状更新受付サービスは，希
望講習の検索・申込み，事前アン
ケートの登録，受講申込書の作成等
をウェブ上で行えるシステムです。

� 受講申込みは，教員免許状更新受付
サービスで，行ってください。窓口，
TEL，FAX等でのお申込みはできませ
んので，ご注意願います。

� ここからは，実際の受講申込み方法
について，説明します。
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１． 利用申請 p.10

２． ログイン p.16

３． 講習検索・申込み p.18

４． 事前アンケートに回答 p.22

５． 受講申込書印刷・送付 p.25

６． その他 p.32



受講者ＴＯＰ画面

【注意：タイムアウトによるログアウトについて】

システムにログインしたまま一定時間（３０分）操作

を行わない状態が続いた時は，セキュリティ確保のた

め，自動的にログアウトします。その場合，それまで

の操作内容は破棄されてしまいますので，再度ログイ

ンを行い同様の操作を行ってください。

① 教員免許状更新受付サービス（下記ＵＲＬ）
にアクセスしてください。
https://menkyo.liveapplications.jp/   

menkyo/s0001001/top?code=naruto

� 本学ウェブページ「教員免許状更新受付サービ

ス」からもリンクしています。（p.7 参照）

② 受講者ＴＯＰ画面の「初めてご利用される方
へ」をクリックしてください。

� ログインしていない場合，講習の検索はできま

すが，受講申込みはできません。

� すでに利用申請し，受講者ＩＤをお持ちの方は，

利用申請の必要はありません。前年度の受講者

ＩＤをお使いいただけます。
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１． 利用申請
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③ 利用規約に同意していただける場合，「同意
する」にチェックしてください。

④ 「メールアドレス」にご自分のメールアドレス
を入力し，「送信」をクリックしてください。（学（学（学（学
校のメールアドレス，携帯電話のメールアド校のメールアドレス，携帯電話のメールアド校のメールアドレス，携帯電話のメールアド校のメールアドレス，携帯電話のメールアド
レスは不可）レスは不可）レスは不可）レスは不可）

� 個人情報を入力するためのＵＲＬ及び有効期限

を記載した「利用申請メールアドレス登録完了

のお知らせ」メールが自動送信されます。

� 一つのメールアドレスで複数の方の「利用申

請」はできません。

⑤ メールを受信し，個人情報を入力するための
ＵＲＬ及び有効期限を確認してください。

� 有効期限がありますので，期限内に登録を行っ

てください。

� この期限は，個人情報の登録を行うための期限

です。講習のお申込みは，募集期間をご確認の

上，必ず募集期間内に行ってください。
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④④④④

③③③③

利用申請メールアドレス登録画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



⑥ 送信されたメールのＵＲＬにアクセスし必要事項を入力してください。
（（（（１）「現住所」について１）「現住所」について１）「現住所」について１）「現住所」について

登録していただいた住所に，請求書，受講票，
履修証明書等を郵送しますので，番地・建物名
まで入力してください。

（２）（２）（２）（２） 「受講対象者区分」について「受講対象者区分」について「受講対象者区分」について「受講対象者区分」について

受講対象者区分の詳細については，教員免許状更新講習募集要項（p.9）
でご確認ください。

1.1.1.1. 『『『『幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学
校・特別支援学校・幼保連携型認定校・特別支援学校・幼保連携型認定校・特別支援学校・幼保連携型認定校・特別支援学校・幼保連携型認定こどもこどもこどもこども園に勤務している教育職園に勤務している教育職園に勤務している教育職園に勤務している教育職
員・教育の職にある者員・教育の職にある者員・教育の職にある者員・教育の職にある者』』』』

� 募集要項（p.9 4.（1）1.～6.）に該当する方（臨時任用等
の方も含む）です。

� 中高一貫校等で勤務の場合は，「受講対象者区分」，「勤務
校種」にいずれかの学校を選び，「勤務校」欄に学校名と中
高一貫校等を（）で記入してください。
＜例＞ ●●市立●●学校（中高一貫校）
� 職名で「その他」を選択した方は，「勤務校」欄に現在勤務

している学校名と職名を記入してください。
＜例＞ ●●市立●●小学校（教頭）

2.2.2.2. 『『『『教員採用内定者・教員として任命又は雇用される（見込みのあ教員採用内定者・教員として任命又は雇用される（見込みのあ教員採用内定者・教員として任命又は雇用される（見込みのあ教員採用内定者・教員として任命又は雇用される（見込みのあ
る）者る）者る）者る）者』』』』

� 募集要項（p.9 4.（1）7.,8.）に該当する方です。
� 臨時任用（又は非常勤）教員リストに登載されている方の

「勤務先」欄は，教育委員会を記入してくだい。

3.3.3.3. 『『『『教員教員教員教員勤務勤務勤務勤務経験者経験者経験者経験者』』』』

� 募集要項（p.9 4.（1）9.）に該当する方です。
� 「勤務先」欄は過去に勤務していた学校名等を記入してくだ

さい。

4.4.4.4. 『『『『認定こども園及び認可保育所の保育士／幼稚園と同一の設置者が認定こども園及び認可保育所の保育士／幼稚園と同一の設置者が認定こども園及び認可保育所の保育士／幼稚園と同一の設置者が認定こども園及び認可保育所の保育士／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設置する認可外保育施設に勤務する保育士設置する認可外保育施設に勤務する保育士設置する認可外保育施設に勤務する保育士』』』』

� 募集要項（p.9 4.（1）10.,11.,12.）に該当する方です。
� 「勤務先」欄は過去に勤務していた学校名等を記入してくだ

さい。

5.5.5.5. 『『『『その他その他その他その他』』』』

� 特に勤務校の定めのない非常勤の先生は『その他』を選択し
てください。
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⑥⑥⑥⑥

利用申請個人情報登録画面

（１）（１）（１）（１）

（２）（２）（２）（２）

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら

1．．．．

2．．．．

3．．．．

4．．．．

5．．．．
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⑥⑥⑥⑥

利用申請個人情報登録画面

（３）（３）（３）（３）

（３）「現有免許状」について（３）「現有免許状」について（３）「現有免許状」について（３）「現有免許状」について

� 免許状番号は誤りのないよう入力してください。

数字のみ入力されている場合は，受理できません。

例） 平●●小一種第△△△号

� 旧免許状をお持ちの方は，新免許状に読み替えて入

力してください。

＜幼稚園・小学校・中学校教諭の免許状の場合＞

一級免許→一種免許，二級免許→二種免許

＜高等学校教諭の免許状の場合＞

一級免許→専修免許，二級免許→一種免許

・教科が社会の場合は「地理歴史」「公民」の

いずれかを選択してください。

＜盲学校・聾学校・養護学校教諭の免許状の場合＞

専修免許→特支専修，一級免許→特支一種，

二級免許→特支二種

・領域は盲学校の場合「視覚障害者」

・聾学校の場合「聴覚障害者」

・養護学校の場合「知的障害者」「肢体不自由

者」「病弱者」のいずれか一つを選択してく

ださい。

＜養護教諭の免許状の場合＞

一級免許→一種免許，二級免許→二種免許

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



⑦ もれなく入力したら，「登録内容確認」をクリッ
クしてください。

� 入力内容に誤り（全角・半角の違いなど）があれ

ば，確認画面に変わりませんので，ご注意くださ

い。
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利用申請個人情報登録画面

⑦⑦⑦⑦

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら

（４）「修了確認期限」について（４）「修了確認期限」について（４）「修了確認期限」について（４）「修了確認期限」について

� 教員免許状更新講習受講期間と間違えないよう教員免許状更新講習受講期間と間違えないよう教員免許状更新講習受講期間と間違えないよう教員免許状更新講習受講期間と間違えないよう

「修了確認期限」を入力してください。「修了確認期限」を入力してください。「修了確認期限」を入力してください。「修了確認期限」を入力してください。

� 「修了確認期限」は文部科学省ＨＰでご確認くだ

さい。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/

003/index.htm

� 修了確認期限を延期した場合は，その旨を備考欄

に記入してください。

＜例＞平成○○年 □□教育委員会に延期申請

（４）（４）（４）（４）

（記入例）× 平成・・年１月３１日

○ 平成・・年３月３１日

（延期申請済みの方は，延期された期

日を入力ください。）



⑧ 入力内容に誤りがなければ，「登録」をクリッ
クしてください。

� 受講者ＩＤが発番され，「利用申請登録完了のお

知らせ」メールが自動送信されます。

� 自動送信されるメールが，パソコンのメール設定

により，迷惑メールと認識され，受信できない場

合があります。迷惑メール設定を変更するか，ア

ドレス帳に下記メールアドレスを登録すると受信

できるようになります。

menkyo@liveapplications.jp

⑨ メールを受信し，受講者ＩＤ及びパスワードを
確認してください。

� ログインには受講者ＩＤと登録したパスワードが

必要です。「利用申請登録完了のお知らせ」メー

ルに記載された受講者ＩＤ及びパスワードは，プ

リントアウトするなど，忘れないようにしてくだ

さい。

� 万が一，二重登録（受講者ＩＤ，パスワードを２

つ以上取得）された方は，ご連絡ください。

（p.31 お問合せ・受講申込書等送付先参照。）
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⑨⑨⑨⑨

⑧⑧⑧⑧

利用申請個人情報登録確認画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



２． ログイン

① 受講者ＴＯＰ画面の「個人情報」に受講者ＩＤ
とパスワードを入力し，ログインしてください。

� ログイン前は講習の検索はできますが，申込み

はできません。

② ログイン後は，画面右上に受講者ＩＤと氏名
が表示されるので，確認してください。

16

①①①①

②②②②

受講者ＴＯＰ画面
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① 「個人情報変更」，「パスワード変更」ができま
す。

� 住所の変更等，利用申請時の個人情報に変更があ

れば，必ず個人情報を変更してください。

② 目的別に，「講習を検索して，受講申込みを
行う」，「事前アンケートの回答を行う」，「受講
／受講予定の講習の参照を行う」，「受講申
込書の印刷を行う」，「受講した講習の成績の
参照を行う」ことができます。

� 「受講／受講予定の講習の参照を行う」から，

予約した講習を取り消すことができます。

（ただし，事前アンケートに未回答の場合に

限る。）

③ 受講予定の講習，キャンセル待ちの講習の
時間数が表示されます。

④ サービスの停止について，受講予定の講習
について等のお知らせが表示されます。

� 送付された受講申込書に不備等がある場合は，

不備の内容が表示されます。

＜例＞写真１枚が不足しています。

至急送付願います。

②②②②

③③③③ ④④④④

①①①①

ログイン後の受講者ＴＯＰ画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら

参考：ログイン後の受講者ＴＯＰ画面について



① ログイン後の受講者ＴＯＰ画面から，「講習
を検索して受講申込みを行う」をクリックして
ください。
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①①①①

ログイン後の受講者ＴＯＰ画面
３． 講習検索・申込み



② 検索条件を入力し，「検索」をクリックしてくださ
い。

� 「開設日」には自動で今日の日付が表示されます。

（変更可能です。）

� 検索条件を入力せずに「検索」をクリックした場

合，「開設日」以降に開設される全ての講習が表

示されます。

� 「講習名」をクリックすると講習の内容を確認で

きます。

③ 受講を希望する講習について，「申込み」をク
リックしてください。

� 募集期間外や，既に申込みをしている講習は，

が表示され，クリックしても申込みはできません。
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②②②②

③③③③

開設講習検索／結果一覧画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



④ 確認した事項にチェックを入れてください。

⑤ 申込約款に同意いただける場合，「同意する」に
チェックをしてください。

⑥ 「受講申込み」をクリックします。

⑦ 「申請状況」が「予約可」の場合，申込みが完了
します。

「キャンセル待ち」の場合，すでに受講予定人数
に達しているため，「キャンセル待ち」で申込みと
なります。
� 受講人数に空きができ，受講可能になった場合，メー

ルでお知らせします。
お知らせ後，受講を希望する場合は，事前アンケート
の回答等，手続きを進めてください。
受講を希望しない場合は，受講講習確認一覧の「取
消」をクリックし，削除してください。
（キャンセル待ちの方が繰り上がり，受講の機会を得
ることができますので，ご協力ください。 p.28参
照）
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④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら申込み内容画面

⑦⑦⑦⑦



⑧ 続けて他の講習を検索・申込みする場合は，
「他の講習の検索を行う」をクリックし，「３．①
～⑥」の操作を繰り返してください。

⑨ 「ＴＯＰ」をクリックすると，受講者ＴＯＰ画面に
戻ります。

⑩ 「事前アンケートに回答する」をクリックすると，
受講講習確認一覧画面に進み，事前アン
ケートの回答ができます。
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⑧⑧⑧⑧

申込み完了画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら

⑩⑩⑩⑩

⑨⑨⑨⑨



① 事前アンケートに回答するには，受講者ＴＯ
Ｐ画面から，「事前アンケートの回答を行う」
をクリックし，受講予定講習確認一覧の「回
答」をクリックするか，申込み完了画面
（p.21 参照）の「事前アンケートに回答す
る」をクリックしてください。

� 受講講習ごとにアンケートにご回答ください。

� 事前アンケートに回答すると，受講申込書を

作成できます。

� 事前アンケートに回答後は，教員免許状更新

受付サービス上で，申込みのキャンセル・変

更はできませんのでご注意ください。

� 申請状況が予約済みであれば，座席は確保さ

れています。講習は慎重に選択し，受講する

意志のある講習のみ事前アンケートに回答す

るようにしてください。必要以上の講習を予

約した場合，速やかに取消してください。
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①①①①

①①①①

受講講習確認一覧画面

４． 事前アンケートに回答ログイン後の受講者ＴＯＰ画面



② 各項目にそれぞれ回答してください。

� 該当するものを選択又はテキスト入力する形式で

す。

③ 全ての項目に回答したら，「回答内容確認」を
クリックしてください。

� 「一時保存」クリックすると，作業を保存できま

す。

23

②②②②

③③③③

事前アンケート回答画面(必修・選択必修領域の場合)

事前アンケート回答画面(選択領域の場合)

②②②②

③③③③

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



④ 回答内容を確認したら，「登録」をクリックして
ください。

� 事前アンケートに回答後は，教員免許状更新受付

サービス上で，講習のキャンセル・変更はできま

せんので，ご注意ください。

� 事前アンケート回答後，キャンセルしたい場合は，

「受講辞退届」（募集要項参照）に必要事項を記

入し，本学免許更新係へ送付ください。

� 受講講習が複数ある場合，「４．①～④」の操作

を繰り返してください。
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④④④④

事前アンケート回答確認画面(必修領域の場合)

事前アンケート回答確認画面(選択領域の場合)

④④④④

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



受講申込書の印刷は，受講者ＴＯＰ画面の「受
講申込書等の印刷を行う」をクリックするか，
事前アンケートに回答し，「登録」（p.24 参照）

をクリックした後の，受講講習確認一覧画面か
ら行えます。

① 「受講申込書出力対象」の講習を選択して
ください。

� 受講希望の講習が複数ある場合は，全ての講

習を選択してください。

� 選択した講習は，１枚の「受講申込書」に集

約されます。

② 「受講申込書を印刷する」をクリックしてく
ださい。
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②②②②

①①①①

受講講習確認一覧画面

５． 受講申込書印刷・送付
ログイン後の受講者ＴＯＰ画面



③ 受講申込書がＰＤＦ形式で作成されますの
で，内容に誤りがないか確認し，印刷してく
ださい。

� 次ページ「受講申込書のチェックポイント」を

参照し，確認してください。
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③③③③

受講申込書
1.利用申請 2.ログイン

3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら
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受講申込書
1.利用申請 2.ログイン

3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら



④ 「ログアウト」をクリックして，ログアウトしてく
ださい。

� 事前アンケートに未回答で，受講の意志がない

講習については，「取消」をクリックし，削除

してください。（キャンセル待ちの方が繰り上

がり，受講機会を得ることができますので，ご

協力お願いします。）
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④④④④

受講講習確認一覧画面
1.利用申請 2.ログイン

3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら
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⑤ 印刷した受講申込書に受講する全ての講習
が出力されているか，確認してください。

⑥ 申込印欄に押印（ご自身のもの），顔写真を
貼付してください。

� 写真は，申込み前３ヶ月以内に撮影した，縦

４cm×横３cm，上半身，正面向き，脱帽のものを

２枚用意し，裏面に，氏名及び受講者ＩＤを記入２枚用意し，裏面に，氏名及び受講者ＩＤを記入２枚用意し，裏面に，氏名及び受講者ＩＤを記入２枚用意し，裏面に，氏名及び受講者ＩＤを記入

の上，１枚は申込書に貼付してください。もう１の上，１枚は申込書に貼付してください。もう１の上，１枚は申込書に貼付してください。もう１の上，１枚は申込書に貼付してください。もう１

枚は受講票作成のため，申込書と共に，提出して枚は受講票作成のため，申込書と共に，提出して枚は受講票作成のため，申込書と共に，提出して枚は受講票作成のため，申込書と共に，提出して

ください。ください。ください。ください。画像を普通紙・コピー紙に印刷したも画像を普通紙・コピー紙に印刷したも画像を普通紙・コピー紙に印刷したも画像を普通紙・コピー紙に印刷したも

のは，受理できません。のは，受理できません。のは，受理できません。のは，受理できません。

受講申込書

⑥⑥⑥⑥

⑤⑤⑤⑤

鳴
門

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら
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⑦ 所属長（学校長等）に受講対象者であること
の証明印（公印）を受けてください。

� 更新講習を受講する際には，受講対象者であるこ

とを証明する必要があります。

⑧ 完成した「受講申込書（写真貼付のこと）」と
受講票用の写真１枚を，角２サイズの封筒角２サイズの封筒角２サイズの封筒角２サイズの封筒

（Ａ４サイズが折らずに入る封筒）に入れ（Ａ４サイズが折らずに入る封筒）に入れ（Ａ４サイズが折らずに入る封筒）に入れ（Ａ４サイズが折らずに入る封筒）に入れ，
「受講申込書」「受講申込書」「受講申込書」「受講申込書」と朱書きの上朱書きの上朱書きの上朱書きの上，所定の提出期
限内に受講申込書等送付先まで郵送してくだ
さい。

⑨ ５月上旬～中旬以降，受講料事務代行会社
から「受講料請求書類」が送付されますので，
最寄りのコンビニエンスストアから速やかに速やかに速やかに速やかに

納付してください。納付してください。納付してください。納付してください。受講の決定は，受講料の
納付を確認した時点で確定します。

⑩ ５月２９日以降に，別途「受講票」及び「受講
の手引き」を送付します。

受講申込書

⑦⑦⑦⑦ 渦
潮

小

学
校

長

ノ
印

平成△△年□月○日 渦潮小学校長

徳 島 花 子

鳴
門

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら
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提出書類

１ 鳴門教育大学免許状更新講習受講申込書（写真貼付のこと） １部

２ 受講票用写真（縦４㎝×横３㎝） １部 ※受講申込写真と同じ写真

（写真裏面には受講者ＩＤ及び氏名を必ず記載すること！）（写真裏面には受講者ＩＤ及び氏名を必ず記載すること！）（写真裏面には受講者ＩＤ及び氏名を必ず記載すること！）（写真裏面には受講者ＩＤ及び氏名を必ず記載すること！）

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付

6.ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を

忘れたら

お問合せ・受講申込書等送付先

〒７７２－８５０２

徳島県鳴門市鳴門町高島字中島７４８番地

鳴門教育大学
社会連携課 免許更新係
TEL: 088-687-6127 又は 6128
FAX: 088-687-6148
E-mail: koushin@naruto-u.ac.jp



① 受講者ＩＤ・パスワードを忘れた場合，「受
講者ＩＤまたはパスワードを忘れた方」をク
リックしてください。

� パスワードの再設定ができます。

② メールアドレスを入力し「送信」をクリックし
てください。

� 利用申請時に登録したメールアドレスを入力

してください。
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②②②②

①①①①

６． その他

受講者ＴＯＰ画面

６－１． パスワードを忘れたら



③ 新たにパスワードを設定してください。
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③③③③

受講者ＴＯＰ画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付
6.その他
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①①①①

受講者ＴＯＰ画面

1.利用申請 2.ログイン
3.講習検索・

申込み

4.事前ｱﾝｹｰﾄに

回答

5.受講申込書

印刷･送付
6.その他

６－２． 申請状況ステータスについて

① ログイン後の受講者ＴＯＰ画面から，「受講
／受講予定の講習の参照を行う」をクリッ
クし，受講講習確認一覧画面の「申請状
況」で，ご自分の申請状況がわかります。

� 受理済受理済受理済受理済→送付された受講申込書が鳴門教育大

学に届き，受理した事を表します。（受講申

込書を受理した後，５月上旬～中旬以降に請

求書を送付します。）

� 申請中申請中申請中申請中→受講申込書の未送付，鳴門教育大学

において審査中などを表します。

� 送付された受講申込書に不備等がある場合は，

不備の内容が表示されます。

＜例＞写真１枚が不足しています。

至急送付願います。


