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（令和３年３月２３日） 

令和３年度 埼玉大学免許状更新講習受講案内 

全実施形態共通 

＜更新講習システムの操作方法／受講手続＞ 

 

日程の詳細は、実施形態別・受講の流れ をご覧ください。 

 

 

※受講票は、対面授業受講者のみ印刷が必要です。 

印刷方法は、受講案内（対面授業）を参照してください。 

 

  

 
                                   埼玉大学公式マスコットキャラクター

「メリンちゃん」 
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講習概要 

受講対象者 

（1）現職教員 

（2）実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 

（3）教員採用内定者 

（4）過去に教員として勤務した経験のある者 

（5）認定こども園で勤務する保育士 

（6）認可保育所で勤務する保育士 

（7）幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士 

（8）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 

主な受講対象者は、上記のとおりです。 

ご自身が受講対象者に該当するかどうか、受講期間等については、文部科学省

等のホームページ、あるいは免許管理者である都道府県教育委員会等でご確認

ください。 

（参考） 

・文部科学省教員免許更新制に関するページ 

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

※受講期間は、教員免許更新制＞有効期間確認ツール を参照

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm 

・埼玉県教員免許更新制に関するページ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2210/kyoin-menkyo/kyouin-menkyo-kousin.html 

申込み方法 
パソコンでの Web 予約（更新講習システムで先着順に予約を受付けます。） 

電話や電子メール、郵便・ファックス等でのお申込みはできません。 

受 講 料 １講習（6 時間）  ６，０００円 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2210/kyoin-menkyo/kyouin-menkyo-kousin.html
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１． 受講者ＩＤ取得（利用申し込み）                        

講習を申し込む受講者の情報を登録します。（Web 予約受付期間前に取得しておくことをお勧めします。） 

令和元年度及び令和２年度受講された方は、その受講者 ID を利用してください。なお、登録情報に

変更がないか、免許状の情報が正しく入力されているか確認し、必要に応じ変更・追加（１７頁参照）

をお願いします。 

 
(1) 埼玉大学免許状更新講習ホームページ 

http://park.saitama-u.ac.jp/~koushin/index.html 

の［更新講習システムはこちら］をクリックし、 

更新講習システムにアクセスします。 

 
(2) 更新講習システムのメニュー画面で 

［利用申し込みはこちら］をクリックします。 

 
(3) 受講者登録案内の画面で利用規約と個人情報取扱 

リンク先を確認し、［同意する］をクリックします。 

 
(4) 受講者情報登録の画面が表示されます。次頁の 

【受講者情報登録の注意点】を確認し、受講者 

基本情報と現有免許状一覧を入力します。 

 

* 修了（履修）証明書は、この情報をもとに作成・送付します 

ので、誤りのないようにご注意ください。 

* 免許状の種類・番号・授与年月日等を入力していただきますので、

お手元に免許状をご準備いただきますと入力がスムーズです。 

* 登録した情報に変更が生じた場合には、登録情報の変更を 

お願いします。（１７頁参照） 

「追加」をクリックすると、免許状の入力欄を追加することができます。 

http://park.saitama-u.ac.jp/~koushin/index.html
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【受講者情報登録の注意点】 

① 氏名は現在の戸籍上の姓で登録してください。 

② システムで入力できる文字（氏名）は JIS 第一水準・第二水準に限られております。 

③ 連絡先住所は受講料払込用ハガキ、修了（履修）証明書の送付先になりますので番地まで正確にご

入力ください。（「本籍地」欄は入力不要です。） 

④ menkyo@gr.saitama-u.ac.jpからのメールが受信できるようにメールアドレスの設定をご

確認ください。 

⑤ １０頁「○受講対象者の区分及び証明方法について」を確認の上、「受講対象者の区分」を入力し

てください。 

⑥ 「勤務先」欄には証明を受ける先の名称を入力してください。なお、「教員勤務経験者」の方は過

去に教育職員として勤務した学校名を入力してください。 

また、受講対象者の区分によって、入力いただく勤務先（学校等名：○○学校、○○保育園等）と 
証明を受ける先（雇用者・設置者等：○○教育委員会、○○学校法人等）とが異なる場合がありま
すのでご注意ください。 

⑦ ログインパスワードは任意の半角英数 6 文字以上 10 文字以内で設定してください。 

⑧ メールアドレスとログインパスワードはログインの際に必要です。忘れないよう注意してくださ

い。 

⑨ 現有免許状一覧には、ご自身で受講期間を正しく確認するため、所持するすべての免許状について、

免許状の種類、番号、授与年月日等を正確にご入力ください。なお、新免許状は有効期間の満了の

日も必ずご入力ください。 

また、旧免許状に関しては下記を参考に新免許状種類に置き換えてご入力ください。 

旧免許状種類 

 

新免許状種類 

中一級普通（社会） 中一種（社会） 

高一級普通（社会） 高専修（地理歴史又は公民） 

高二級普通（社会） 高一種（地理歴史又は公民） 

養学一級・一種普通 特支一種 
領域は主に担当する領域を選択

してください。 養学二級・二種普通 特支二種 

養学専修普通 特支専修 

⑩ 修了確認期限・有効期間の満了の日は「期限を取得」ボタンをクリックすることにより、自動入力
されます。 
ただし、期限を経過している方または期限を延期している方は手修正してください。 

この日付を埼玉大学で正確にチェックすることはできません。所持している免許状や文部科学省の
ホームページ等により、ご自身で必ず確認してください。 

なお、有効期間を延長している方はお手元の「有効期間延長証明書」等の複写１部を申込書類とと
もにお送りください。 
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(5) 受講者情報登録の画面を入力完了後、［確認］をクリックします。 

* ［確認］をクリック後、入力内容に不備等がある場合、画面上部に赤字で 

メッセージが表示されます。 
 

その場合は、メッセージの内容に従い該当の箇所を訂正後、再度［確認］を 

クリックしてください。 

 (6) 受講者情報確認の画面で受講者基本情報と現有 

免許状一覧を確認し、［登録］をクリックします。 
 
* 入力内容を訂正する場合は［戻る］をクリックして受講者情報 

登録画面へ戻ります。 

 (7) 受講者情報登録完了画面に表示される受講者 ID を、 

メモをとるなど記録してください。 
 

続けて予約を行う場合は［続けてログイン］をクリック 

します。終了する場合は画面を閉じます。 
 
* 登録したメールアドレス宛に【利用申込完了】メールが自動 

配信されます。 

更新講習システムにログインする際は、 

受講者ＩＤ 

メールアドレス 

パスワード 

の入力が必要となります。忘れないように控えておいてください。 
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２． 受講申込み                                 

更新講習システムへログインして、受講する講習の予約と事前アンケートの登録、受講申込書の印刷を

行います。受講者ＩＤ取得後に［続けてログイン］をした場合には、（3）から操作を始めてください。 

埼玉大学免許状更新講習ホームページ（http://park.saitama-u.ac.jp/~koushin/index.html）の

「受講にあたって」をご確認の上、講習を選択してください。 
 

２－１．（Web 予約） 

 
(1) 埼玉大学免許状更新講習ホームページ 

の［更新講習システムはこちら］をクリックし、 

更新講習システムにアクセスします。 

 
(2) 更新講習システムのメニュー画面で、受講者ＩＤ、 

メールアドレス、パスワードを入力して[ログイン] 

をクリックします。 

 
(3) ログイン後の画面が表示されます。メニュー画面の 

［更新講習検索］をクリックします。 

 
(4) 更新講習検索条件入力の画面で検索条件を入力し、 

［検索］をクリックします。 

 
* 検索条件を何も選択せずにそのまま[検索]をクリックすると 

全講習が表示されます。 

*「さらに詳しく検索」をクリックすると、開催日程、フリー 

ワードを入力できるように画面が切り替わります。日付指定 

やフリーワード欄に受講する講習名を入力して検索すると便 

利です。 

* 検索条件に入力した内容をリセットしたい場合は［クリア］ 

をクリックします。 

http://park.saitama-u.ac.jp/~koushin/index.html
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(5) 更新講習検索結果一覧の画面に検索結果の講習が 

表示されます。予約する講習の「講習名」をクリ 

ックします。 

* 検索結果が複数ページに亘る場合はページ移動ボタン[＞]を 

クリックすると、次のページへ移動します。 

 

ステータスが受付中でも、予約申込者数が定員に達している状
態の場合には予約することができません。 
 
  例：  50 /   50 
        申込者数 / 定員数 

 

 

 
(6) 講習情報の画面で受講申込みする講習開催情報の 

［予約する］をクリックします。 

 
* 検索した講習の開催情報詳細を確認する場合は、ステータス 

欄の「受付中」をクリックすると、別画面で講習開催情報 

詳細画面が開きます。 

 
(7) 受講申込規約の画面で申込規約を確認し、 

［同意する］をクリック後、確認の画面で 

［予約確定］をクリックします。 

* 登録したメールアドレス宛に【受講申込完了】メールが自動 

配信されます。 
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２－２．（事前アンケート登録） 

 
(8) 画面上部に表示された予約完了のメッセージを確認 

し、続いて講習情報画面の講習開催情報に表示され 

る［事前アンケート登録］をクリックします。 

 
 

 
(9) 事前アンケート登録の画面で回答を 50 文字程度で 

入力し、［確認］をクリックします。 

確認画面で回答内容を確認の上、［登録］をクリック

します。  
 
* アンケートでお答えいただく内容は、 

「１.本講習の受講を希望した理由」 

「２.本講習に期待すること」 

「３.その他講習に関するご要望」 の３つです。 

２－3．（受講申込書印刷） 

 (10) 受講申込書の印刷を促すメッセージが表示されます。

続いて受講申込書の印刷をします。講習情報画面の 

講習開催情報に表示される［受講申込書印刷］を 

クリックします。 

* 事前アンケート登録が完了しないと受講申込書は印刷できま

せん。 

* ログアウト後に再度受講申込書を印刷する場合は、トップ画面 

の「申込み内容を見る」等から講習名をクリックして講習情報

を表示してください。 

(11) 「埼玉大学免許状更新講習受講申込書」が PDF ファイルで別画面に開くので画面を印刷します。 

* １頁目には講習名が印刷されますので、講習毎の画面からそれぞれ印刷していただく必要があります。 

1 頁目 受講申込書〔受講者本人記入欄〕 

2 頁目 受講対象者の証明書様式〔証明者記入様式〕 

3 頁目 （参考）所有する免許状の欄の書き方及び旧免許状と新免許状の見分け方 

4 頁目 （参考）受講対象者の証明方法について 

＞証明者に提示して 2 頁目の証明者記入様式に証明を受ける。 

5 頁目 1 頁目の別紙（別紙）（1 頁目の免許状の種類欄が不足する場合にのみ出力） 

(12)  受講申込書の内容を確認します。 

* 記載内容をご確認いただき、修正する場合には、登録情報を変更（１７頁参照）し、受講申込書を再度

印刷してください。印刷済みの用紙に手書きでの修正はしないでください。 
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２－４．（証明書） 

(13)  受講対象者である旨の証明を受ける。 

* 印刷した様式の 2 頁目の〔証明者記入様式〕1 枚に証明を受ける。 

証明の方法は、下記「○受講対象者の区分及び証明方法について」のとおりです。 

「受講申込書（１頁目＋必要に応じて 5 枚目）」申込講習分全てと「受講対象者の証明の方法に 

ついて（4 頁目）」を提示の上、証明者から受講対象者であることの証明を受けてください。 

証明を受け取る際に、以下の内容を確認してください。 

・受講対象者の区分「該当区分」欄に○印が記入されているか 

・日付が記入されているか 

・証明者の学校名・機関名、職名、氏名の記入、証明印（職印）の押印がされているか 

○受講対象者の区分及び証明方法について 

受講対象者の区分 

 

証明の方法 システム(受講者情報登

録)で選択する項目 

教
育
職
員
・
教
育
の
職 

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、助保育教諭、講師） 
（免許法第９条の３Ⅲ①） 

校長(園長）、副校長（副園長）、教頭、実習助手、寄宿舎指
導員、学校栄養職員、養護職員 
（免許状更新講習規則第９条Ⅰ①） 

 
※ 学校に勤務している方でも上記以外の方は教育職員としての受講対

象者ではないので、この区分の選択はできません。（欄外※参照） 

●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

保連携型認定こども

園に勤務している教

育職員・教育の職にあ

る者 

 

[職名]を選択 

“その他”は選択不可 

公立学校 
校長の証明 
（校長本人の場合は

教育委員会） 

国立学校 
校長の証明 
（校長本人の場合は

法人の長） 

私立学校 

校長の証明 

（校長本人の場合は

法人の長） 

共同調理場に勤

務する学校栄養

職員 

場長の証明 

（場長本人の場合は

教育委員会） 

指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局におい
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Ⅰ

②） 

●その他 

 

[ 受 講 対 象 者 の 区

分]・[職名] 

を入力 

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） 

任命権者又は雇用者の証明 

教
員
採
用
内
定
者
・
教
員
採
用
内
定
者
に 

準
ず
る
者 

教員採用内定者（免許法第９条の３Ⅲ②） ●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 

任用又は雇用予定の者の証明 

教育職員となることが見込まれる者（臨時任用リスト登載

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がある者

の証明 

教員勤務経験者（免許状更新講習規則第９条Ⅱ①） ●教員勤務経験者 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） 

●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 

当該施設の長の証明 

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 

 “●その他”は選択不可 （該当無し） 

 

 
支援員、補助員、アシスタント等で学校、幼稚園に勤務している方は、教員ではないため更新講習を受講す
ることができません。 
ただし、雇用者が教員として今後の採用を見込んでいると判断する場合、証明をすることは差し支えありま
せん。 
ご自身が受講対象者に該当するかどうかは、勤務する学校の管理職や学校を管轄する教育委員会に確認して
ください。   

 



 11 / 17 
 

２－５．（申込書類送付） 

(14) 申込書類を確認し、郵送する。   

 

① 受講申込書（申込講習数分） 

1 頁目〔受講者本人記入欄〕＋５頁目（別紙）（必要に応じて） 

・顔写真の貼付（縦 4 ㎝×横 3 ㎝） 白黒・カラーどちらでも可、鮮明なもの 

・修了確認期限・有効期間の満了の年月日を再確認 

5 頁目（別紙）がある方は、講習毎に左上を留めて２枚 1 組としてください。 

5 頁目の有無にかかわらず、3 講習申込みをした場合は、申込書は 3 部（3 枚又は 3 組）になります。 

② 受講対象者の証明書（1 枚） 

2 頁目〔証明者記入様式〕 受講申込講習数にかかわらず、１枚提出してください。 

③ (必要に応じて)有効期間延長証明書（新免許状）または修了確認期限延期証明書（旧免許状）の

写し（1 枚） 

④ 上記①～②（必要に応じて①～③）を“受講までの流れ”に記載の期限までに、埼玉大学へ送付し

ます。 

(提出書類は返却しませんので、必要に応じて写し

を保管してください。)  

※ 期限までに受講申込書のご提出がな

い場合は、予約は無効になります。 

２－６．（受講料の支払） 

(15) 受講申込書が到着後、１週間程で払込用ハガキを登録された連絡先に郵送しますので、お近くの 

コンビニエンスストアで受講料を“受講までの流れ”に記載（払込用ハガキに記載）の期限までに 

お支払いください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 支払期限経過後は、受講料の納入を受け付けません。 

* 講習を予約し申込書類を提出しても、支払期限までに受講料が支払われないと、申込みは自動的にキャ

ンセルされますのでご注意ください。 

＊スマホ決済アプリを利用してお支払いすることもできます。 案内チラシ[PDF] 

 

表面イメージ 中面イメージ 

参考：様式及び留意点（１２・1３頁） 

払込用ハガキ 

サンプル 

[受講申込書送付先] 

〒338-8570 
埼玉県 さいたま市桜区下大久保 255 
  埼玉大学 免許状更新講習担当  宛 

 

http://park.saitama-u.ac.jp/~koushin/documents/payB.pdf
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申込書様式（例） 
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証明書様式（例）
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●受講キャンセル 

 受講申込みした講習をキャンセルする場合、状況別に手続が異なります。 

 下記を参考に、手続をお願いいたします。 

a. 受講申込み後 

～受講申込書送付前まで 

受講者自身が更新講習システムで受講キャンセルの操作をしていただく

ことによって受講キャンセルの手続が完了いたします。 

（Web 受付期間外は申込書をご提出いただかないことで、自動的にキャ

ンセルとなります。） 

b. 受講申込書送付後 

～受講料払込前まで 

状況によって手続が異なりますので、本学宛にメールで受講キャンセルの

旨をご連絡ください。 

c. 受講料払込後 

～受講日前日まで 

受講者による受講キャンセル操作はできませんので、本学宛にメールで受

講キャンセルの旨をご連絡ください。 

その後、「受講料返還請求書」を提出していただき本学で受理後、受講料

から事務手数料 1,000 円を差し引いた金額を返還いたします。 

（受講日以降） 
欠席扱いとなり、キャンセルはできません。また、受講料の返金もいたし

ません。 

 

a.受講申込み後～受講申込書送付前までの受講キャンセル操作方法 
 

 
(1) 更新講習システムにログイン後、「申込み内容を見 

る」等から「講習名」をクリックします。講習情報 
の画面で講習開催情報の［受講キャンセル］をクリ 
ックします。 

 
(2) 講習申込キャンセル確認の画面で内容を確認し、 

［受講キャンセル］をクリックします。 

 
(3) 講習情報の画面で受講キャンセル完了のメッセージ 

が表示されます。 
 
* キャンセル完了時に【受講キャンセル完了】メールが自動配

信されます。 
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[受講キャンセル連絡先]   

menkyo@gr.saitama-u.ac.jp 

b. 受講申込書送付後～受講料払込前まで 及び  

c. 受講料払込後～受講日前日まで の受講キャンセル メール連絡内容等 
 

(1) 受講キャンセルをする際には本学まで、メールでご連絡ください。 

このメールをもって受講キャンセルとさせていただきます。 

電話やファックス等では受け付けません。 

 

送信文面（例：2 講習キャンセルの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PDF ファイルを確認・印刷できるアドレスをご記入ください。 

* 添付ファイルを受信できるアドレスがない場合は、「受講料返還請求書送付希望」の旨と書類送付先住所をご記入ください。 

 
 

(2) 受講料の返還手続をお願いいたします。 

① メール受信後数日以内に受講料返還請求書の書式を添付したメールを送信いたします。 

「受講料返還請求書」に必要事項を記入し、本学まで送付してください。 

② 本学が「受講料返還請求書」を受理後、受講料相当額（c. 受講料払込後～受講日前日まで  

の場合事務手数料 1,000 円を差し引いた金額）を返還いたします。 

 

●受講振替 

受講料払込後から Web 予約受付期間内に限り、定員に達していない別の講習へ振替が可能です。

受講料をお支払いいただいた「受講決定」の講習について、各自の操作で受講振替をお願いいたします。 

 
(1) 更新講習システムにログイン後、「申込み内容を見る」

等から「振り替える元の講習名」をクリックし講習情
報の画面で講習開催情報の［受講振替］をクリックし
ます。 

 

件名：受講キャンセル依頼【受講者 ID：○○○○○○○○○○、受講者名：○○○○】 

 

本文：下記講習の受講をキャンセルします。 

 

キャンセルする講習日・講習名: 

○月○日（○） 「○○○○○○○○○○○○○」 

○月○日（○） 「○○○○○○○○○○○○○」 

 

受講者 ID：２○○○○○○○○○ 

 

受講者名：○○ ○○ 

 

受講料返還請求書受信用メールアドレス：○○○＠○○○.○○○ 
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(2) 振替受講可能講習一覧画面に表示される振替可能な

講習一覧から「振り替える先の講習名」をクリックし
ます。 

* 振替先として表示される講習は、ステータスが受付中、領域 

が同一の講習です。 

 
 

 
(3) 講習情報の画面で振替先の講習開催情報の 

［この講習に振替］をクリックします。 

 
(4) 受講振り替え確認の画面で振り替える元と振り 

替える先の講習を確認し、［振替確定］をクリック 
します。 

 
(5) 講習情報の画面に振替完了のメッセージが表示 

されます。 
 
* 受講振替が確定されると【受講振替完了】メールが自動配信

されます。 

 

* 振替先の事前アンケートの回答をメールで返信して

ください。 
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●受講者登録情報の照会・変更 

転居等の住所変更など、登録いただいた情報について変更がある場合は、登録情報の変更をお願い

します。 

また、令和元年度及び令和 2 年度受講された方は、受講申込み前に登録情報に変更がないか、免許

状の情報が正しく入力されているか確認し、必要に応じ変更・追加をお願いします。 

 
(1) 更新講習システムにログイン後のメニュー画面で 

［登録利用情報照会］をクリックします。 

 
(2) 受講者登録情報照会の画面で、受講者基本情報と、 

現有免許状一覧等が表示されます。受講者登録情報 
を変更する場合は［変更］をクリックします。 

 
(3) 受講者情報登録変更の画面で変更部分を修正し、 

［確認］をクリックすると、画面下部に確認のメッ 
セージが表示されるので［更新］をクリックします。 

 
* 訂正がある場合は［戻る］をクリックして変更画面に戻ります。 

 
(4) 受講者登録情報更新完了の画面に更新完了のメッ 

セージが表示されます。 

 

 埼玉大学 免許状更新講習担当 

メールアドレス：menkyo@gr.saitama-u.ac.jp  電話：048-858-9235  

受付時間 9:00～16:30（12:15～13:15 を除く） 土・日・祝、大学が定める休みを除く 

mailto:menkyo@gr.saitama-u.ac.jp

