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受講申込書記入に関する注意事項 

＜「受講申込書」様式は，５～６ページにあります＞ 

＊２ページ目の「記入例」を参考にしてください。 

＊本学の講習を受講する意思がある方のみ，受講申込みをしてください。 

① 「申込印」は，忘れずに申込者 本人印 を押印してください。 

② 「連絡先」には，自宅・勤務先等を記入してください。 

③ 「所持する免許状」の記入にあたっては，３ページ目の「所持する免許状の欄の書き方について」を参照

してください。また，所持する免許状が６種以上の場合は，６ページ目も使用してください。 

（６ページ目を使用される場合は，５～６ページの両面印刷でお願いいたします。） 

④ 「修了確認期限（有効期間）」は，必ず記入してください。 

  「修了確認期限（有効期間）延長申請の有無」については，これから延長申請予定の場合も「有」として

ください。「有」の場合には，延長後の日付を記入してください。修了確認期限を延期している場合，免許

状更新講習の受講期間は延期後の修了確認期限から起算する必要があり，受講期間外に講習を受講した場合，

免許状更新のための講習として認められなくなりますのでご注意ください。 

⑤ 「受講申込講習」は，必ず予約完了した講習を記入してください。予約申込が完了していても，受講申込

みをされない（受講しない）講習がある場合は，必ずその旨を本学担当まで，速やかに連絡してください。 

⑥  校長等が「証明者記入欄」を記入するにあたっては，４ページ目の「受講対象者の証明方法について」を

参照してください。なお，証明者名を記入する際には，あわせて職名も記入してください。（証明日も必

ず記入してください。）また，証明者印は，必ず 公印
．．

を使用してください。 

⑦ 「受講申込書」様式は，必ず平成２９年度の様式を使用してください。平成２８年度以前の様式を使用さ

れた場合は，再度ご提出いただくことになりますので，特に注意してください。 

《お願い》 

以上の注意事項と記入例をよくお読みいただき，受講申込書を作成してください。 

申込書類に不備があった場合には，直接ご本人に連絡をさせていただきます。 

ただし，ご本人と連絡が取れないときには，所属長あてに連絡する場合がありま 

すので，ご了承願います。
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 平成２９年度 福井大学教員免許状更新講習 受講申込書 ＜記入例＞

〔受講者本人記入欄〕 

ふ り が な ふくい たろう 
申
込
印

性

別

男 
氏   名 福井 太郎 

生年月日 昭和 ４８ 年  ５  月  ５  日 生 

連 絡 先 

〒９１０－８５０７

福井市文京３－９－１ 

T E L   0776-11-2222 携 帯     090-1111-9999

受講対象者

の区分  

※①～⑤の中

から該当する

区分に記入し

てください。 

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 

勤務校(園) (職名) ※該当職を○で囲んでください。

福井市 ●○小学校 
・校長（園長） ・副校長（副園長） ・教頭 ・主幹教諭 

・指導教諭 ・教諭 ・助教諭 ・講師 ・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  

・実習助手 ・寄宿舎指導員 ・学校栄養職員 ・養護職員

(TEL)

0776-33-0000 

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
る）者

(任命・雇用する(見込みのある)任命権者・学校法人・国立大学法人等勤務先) 

③教員勤務経験者 

(任命・雇用していた任命権者・学校法人・国立大学法人等の元勤務先) 

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設置する認可

外保育施設に勤務する保育士 

（勤務先） 

⑤その他 

(勤務先) (職名) 

所持する 

免許状 

※記入の方法は

「所持する免許

状の欄の書き方

について」を参

照ください。

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等 

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は，免許状の授与年月日を記載願います。 

小学校 教諭 一種 免許状

中学校 教諭 一種 免許状 数学

高等学校 教諭 一種 免許状 数学

特別支援学校 教諭 一種 免許状 知的・肢体・病弱

栄養 教諭 一種 免許状 授与年月日 平成２１年３月２３日 

修了確認期限 

(有効期間)
平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日   （期限延長申請の有無：  有  ・ ○無   ） ←どちらかに○をしてください

○受講申込講習 （受講予約を完了した講習を記入してください。） 

講習区分 講習番号 講 習 名 講 習 日 

選択領域 

＊福井大学（文京キャンパス・松岡キャンパス）構内には十分な駐車スペースを確保することができませんので，公共の交通機関等をご利用下

さい。事情により車で来校希望の場合は，自動車登録番号をお知らせ願います。(P4 に説明あり) 

自動車で入構希望の場合 ⇒（記入例)福井 500 あ 0123 

【証明者記入欄】※校長等により受講対象者であることの証明を受けてください。証明の方法は記入例(別紙)を参照ください。 (証明書類の添付でも可) 

上記の者は教育職員免許法第９条の３第３項又は免許状更新講習規則第９条に規定する受講対象者に該当する。 

平成２９年 ５月１１日 (証明者職・氏名)

福井市 ○○小学校長 田 中  花 子 

福井 501 い 3456 

顔写真 

縦 4cm×横 3㎝ 

３ヶ月以内に撮影し

たもので，正面向，

上半身，無帽とする。

(裏面に氏名を記入)

福
井

公
印
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○所持する免許状の欄の書き方について 

所持する免許状の名称等は以下の表を参照してください。 

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等 

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は，免許状の授与年月日を記載願います。 

幼稚園教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 

小学校教諭（普通・特別）

専修・一種・二種免許状 

（特別のみ） 

国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭，体育 

中学校教諭（普通・特別）

専修・一種・二種免許状 

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，保健，技術，家庭，職業，職業指導，職業実習，外国語（英

語，ドイツ語，フランス語その他の外国語），宗教 

高等学校教諭（普通・特別）

専修・一種免許状 

国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，工芸，書道，保健体育，保健，看護，看護実習，家庭，家庭

実習，情報，情報実習，農業，農業実習，工業，工業実習，商業，商業実習，水産，水産実習，福祉，福祉実習

，商船，商船実習，職業指導，外国語（英語，ドイツ語，フランス語その他の外国語），宗教 

（一種のみ） 

柔道，剣道，情報技術，建築，インテリア，デザイン，情報処理，計算実務 

特別支援学校教諭（普通）

専修・一種・二種免許状 
視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者，病弱者 

特別支援学校自立教科教諭

（普通・特別） 

一種・二種免許状 

理療，理学療法，音楽，理容，特殊技芸（美術，工芸，被服） 

特別支援学校自立活動教諭

（普通・特別） 

一種免許状 

視覚障害教育，聴覚障害教育，肢体不自由教育，言語障害教育 

養護教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 

栄養教諭（普通） 

専修・一種・二種免許状 
授与年月日 平成●●年●月●日 

＊法律改正により免許状の名前が変更になったものは，以下のとおり記入してください。 

旧免許状表記  新表記 

小学校教諭，中学校教諭  

幼稚園教諭，養護教諭  

盲学校教諭，聾学校教諭， 

養護学校教諭 

１級普通免許状 １種免許状 

２級普通免許状 ２種免許状 

高等学校教諭  

１級普通免許状 専修免許状 

２級普通免許状 １種免許状 

旧免許状表記 新表記 

盲学校教諭  

特別支援学校教諭 

免 許 状 

特別支援

教育領域

視覚  

聾学校教諭  聴覚  

養護学校教諭  知的・肢体・病弱 
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○受講対象者の証明方法について 

受講対象者の区分 証明の方法（※注） 

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） 

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） 

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 

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 

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がある者の証明 

（※注）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権者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なく教育委員会の教育事務所長であった場合など。） 

○福井大学（文京キャンパス・松岡キャンパス）への自動車での入構について 

※原則として公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

（構内に十分な駐車スペースの確保が出来ないため。特に７月下旬 ～ ８月上旬） 

本学へ自動車で入構される場合には，入構料（一日 100 円）を徴収させていただいておりますが，教員免許状更

新講習受講者の方は入構料を免除しております。ただし，以下の取扱条件に該当する必要がありますので，ご注意

ください。 

・公共交通機関での来校が困難な方    ・身体に障害があり，自動車の利用が必要な方 

・けが等で，自動車の利用が必要な方   ・その他，本学が自動車の入構を止むをえないと判断した方 

※車入構ご希望の方は，必ず受講申込書（表面下方）に自動車登録番号を記載願います。 
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 平成２９年度 福井大学教員免許状更新講習 受講申込書  

〔受講者本人記入欄〕 

ふ り が な 
申
込
印

性

別
氏   名 

生年月日 昭和  年     月     日 生 

連 絡 先 

〒 

T E L    携 帯     

受講対象者

の区分  

※①～⑤の中

から該当する

区分に記入し

てください。 

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 

勤務校(園) (職名) ※該当職を○で囲んでください。

・校長（園長） ・副校長（副園長） ・教頭 ・主幹教諭 

・指導教諭 ・教諭 ・助教諭 ・講師 ・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  

・実習助手 ・寄宿舎指導員 ・学校栄養職員 ・養護職員

(TEL)

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
る）者

(任命・雇用する(見込みのある)任命権者・学校法人・国立大学法人等勤務先) 

③教員勤務経験者 

(任命・雇用していた任命権者・学校法人・国立大学法人等の元勤務先) 

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設置する認可

外保育施設に勤務する保育士 

（勤務先） 

⑤その他 

(勤務先) (職名) 

所持する 

免許状 

※記入の方法は

「所持する免許

状の欄の書き方

について」を参

照ください。

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等 

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は，免許状の授与年月日を記載願います。 

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

修了確認期限 

(有効期間)
平成 年  月   日   （期限延長申請の有無：  有  ・ 無  ） ←どちらかに○をしてください

↑延長申請をしている場合は，延長後の日付を記入してください。

○受講申込講習 （受講予約を完了した講習を記入してください。） 

講習区分 講 習 名 講習日 

選択領域 

＊福井大学（文京キャンパス・松岡キャンパス）構内には十分な駐車スペースを確保することができませんので，公共の交通機関等をご利用下

さい。事情により車で来校希望の場合は，自動車登録番号をお知らせ願います。(P4 に説明あり) 

自動車で入構希望の場合 ⇒（記入例)福井 500 あ 0123 

【証明者記入欄】※校長等により受講対象者であることの証明を受けてください。証明の方法は記入例(別紙)を参照ください。 (証明書類の添付でも可) 

上記の者は教育職員免許法第９条の３第３項又は免許状更新講習規則第９条に規定する受講対象者に該当する。 

平成 年 月 日 (証明者職・氏名)

公印

顔写真 

縦 4cm×横 3㎝ 

３ヶ月以内に撮影し

たもので，正面向，

上半身，無帽とする。

(裏面に氏名を記入)
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所持する免許状が６種以上の場合は，以下の欄に記入してください。 

所持する免許状

免許状の種類 
教科・特別支援教育領域等 

※栄養教諭（普通）専修・一種・二種免許状の場合は，免許状の授与年月日を記載願います。 

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

教諭 免許状

○障害を有している方は，希望する配慮・支援内容について記入してください。 


