令和３年度 鳥取大学
教員免許状更新講習

システム操作マニュアル
URL : https://www.kousinkousyu.jp/chuusi-u/l/
(中国・四国六大学 教員免許状更新講習システム）

システム予約開始日時
【必修・選択必修領域】
４月１８日（日）午前６時から
各講習開催日の４週間前まで

【選択領域】
５月１６日（日）午前６時から
各講習開催日の４週間前まで

※鳥取大学では、申し込みの公平を期すため、Web（教員免許状更新講習
システム）による申し込みを原則とします。
ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

更新講習のお問い合わせ先
鳥取大学学生部 教育支援課 教職教育係
（電話等による対応可能時間帯 ： 平日 ８：３０ ～ １７：１５）
ＴＥＬ：０８５７－３１－５５３７
FAX：０８５７－３１－６７６２
メールアドレス：koshin@adm.tottori-u.ac.jp

※はじめに※
令和３年度（２０２１年度）に開催される更新講習の受講対象者は次の方です。
★受講資格、更新義務の有無、修了確認期限等のご不明な点につきましては、免許管理者（都道
府県教育委員会）にお問い合わせください。
＜旧免許状＞ （平成21年3月31日以前に授与された免許状）
○教諭・養護教諭の旧免許状を所持する方
生年月日

修了確認期限

更新講習受講期間・
免許管理者への申請期間

令和4年3月31日

令和2年2月1日～
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a令和4年1月31日

令和5年3月31日

令和3年2月1日～
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a令和5年1月31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

※旧免許状には免許状自体に有効期間は定められていませんが、免許状を有効な（教員になる
ことができる)状態で所持することができる期間「修了確認期限」が定められています。
※旧免許状を１枚でも所持する場合、平成21年4月1日以降に新たに免許状を取得した場合でも、
同じく旧免許状として取り扱われます（新免許状・旧免許状を併有することはありません）。
※修了確認期限を延期された方などは、上記の表のとおりとは限りませんので、延長証明書等で
ご確認ください。
○ 栄養教諭の旧免許状を所持する方
修了確認期限は栄養教諭免許状の授与年月日によって定められているため、上記の表とは異なり
ます。
※教諭又は養護教諭の旧免許状を持ち、平成21年4月以降に栄養教諭免許状を授与された方は、
上記の表に従って修了確認期限が割り振られます。
＜新免許状＞ （平成21年4月1日以降に初めて授与された免許状）
○教諭・養護教諭・栄養教諭の新免許状を所持する方
有効期間の満了の日

更新講習受講期間・
免許管理者への申請期間

令和4年3月31日

令和2年2月1日～
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a令和4年1月31日

令和5年3月31日

令和3年2月1日～
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a令和5年1月31日

※新免許状には免許状自体に有効期間が定められ「有効期間の満了の日」が記載されています。
※有効期間の満了の日の異なる複数の新免許状を所持する場合、最も遅い有効期間の満了の日
が全ての免許状の有効期間の満了の日となります。
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令和３年度 教員免許状更新講習 システム操作マニュアル

＜ 目次 ＞
１. 更新講習の主な流れについて

・・・・・３ ページ

２. 利用申し込みの操作について

・・・・・５ページ

３. 受講申し込みの操作について

・・・・・９ページ

４. キャンセル（辞退） ・ その他補足情報について

・・・・・１６ページ

＜目的別索引＞
●

受講の申し込みをしたい
・初めての方・2巡目の受講者の方（免許状の更新が2度目になる方）
・受講者ＩＤを取得済の方・更新講習を受けたことのある方

●

システムにログインできない
→ 9ページ
ログインしてマイページを開く
→ 17ページ
受講者ID・パスワードを忘れてしまったときは

●

登録画面で、自分の持っている免許状の項目が表示されない
→ 8ページ
旧法で授与された免許状の読み替えについて

●

受講申込書・振込依頼書の印刷ができない
→ 12ページ
受講申込書・振込依頼書を印刷する

●

受講申込書の作成方法が分からない
→ 14ページ
受講申込書を作成する

●

振込方法が分からない
→ 13～14ページ

●

→
→

5ページ
9ページ

振込の方法について

予約した講習をキャンセルしたい
・予約受付期間内かつ受講料振込前の場合
・予約受付期間終了後または受講料振込後の場合

→12ページ
→16ページ

●

定員に達している講習のキャンセル待ちをしたい
→ 17ページ
キャンセル待ち機能について

●

住所や電話番号・メールアドレスが変わった
→ 18ページ
登録内容を変更したい

●

メールが届かない
→ 7ページ ※注2
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1. 更新講習の主な流れについて

※次ページのフローチャートをあわせてご参照ください。

1） 受講者ＩＤを取得する(５ページ～参照）
免許状更新講習システムから取得してください。
※１． ２巡目の受講者の方は新規で受講者ＩＤを取得してください。
※２． 前年度に、すでにIDを取得されている方は再度取得される必要はありません。
引き続き前年度に取得した受講者IDを使用してください。
2） 講座の予約を行う(９ページ～参照）
講習科目の中から、受講したい講習を選択し、予約してください。
3） 事前アンケートを登録する（１１ページ参照）
各設問について、回答してください。
4） 「受講申込書」を印刷する(１２ページ～参照）
受講申込書を印刷してください。
5） 受講料を鳥取大学の口座に振り込む(１３ページ～参照）
振込依頼書を印刷し、持参のうえ、 ＡＴＭ又は銀行窓口で受講料を振り込んでください。
6） 「受講申込書」を作成する（１４ページ～参照）
写真を貼付のうえ、受講申込書の下部の「証明者記入欄」で学校長等の証明を受けてください。（現在、教職
に就いていない方は、教育委員会等の証明が必要です。）
※証明者記入欄に学校長、任命権者（雇用者）等による証明（公印のあるもの）がない場合、受講を受け付け
ることができません。
7） 「受講申込書」（ATM明細書又は受講料振込済証明書を裏面に貼付）を郵送(１５ページ～参照）
※修了確認期限を延期されている方は、延期証明書のコピーを同封してください。
※口座から引き落としの場合、明細書の残高欄はマジック等で消してください。
受講申込書を鳥取大学教育支援課教職教育係へ郵送してください。
8） 事務手続完了後、「受講決定完了」メールが届く
9） 開催日の１０日前に、講習開催通知メールが届く
各講習の開催日１０日前後を目安に、開催通知メールが受講予定者全員に送信されます。
受講場所・持参物・開催時間、注意事項等をよく確認してください。
10） 講習を受講する
当日は、受付で受講確認票を受け取り、オリエンテーション開始５分前には会場の席に着くよう
お願いします。
11） 履修認定時期に応じて、履修証明書が届く
修了認定試験の結果を受け、履修認定時期を目安に履修証明書が各受講者宛に送付されます。
なお、複数の講習を受講・修了された場合で、履修認定時期が同じ場合は、１枚の履修証明書にまとめて
記載されます。履修認定時期については、システムの講習情報や講習当日に配布される「連絡事項」を
ご覧ください。
12） 免許状更新のための申請に必要な書類を揃え、受講者本人（または学校長）が都道府県教育委員会宛に、
申請に必要な書類を揃え提出します。
詳しい申請の方法については、各都道府県教育委員会のホームページをご覧になるか、電話でお問い
合わせください。
参考） 申請手続きに係る鳥取県教育委員会のHP
鳥取県教育委員会 小中学校課 TEL：０８５７-２６-７５１２
→ https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=97833
不明な点がありましたら、０８５７－３１－５５３７まで電話をいただくか、メールにてご連絡ください。
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手続きに関する更新講習フローチャート
受講者ＩＤ取得から、教育委員会への修了確認申請まで(①～⑰）の主な流れは次のとおりです。
注１） 下記②～⑥の手続を原則10日以内でお願いします。予約後１０日間を過ぎても手続きが完了しない場合、
確認の連絡をさせていただくことがあります。
注２） 更新講習終了後の「教育委員会への修了確認申請」は、受講者本人または学校長が行うことになりますので、
ご注意ください。
注３） 鳥取大学では「必修領域・選択必修領域」と「選択領域」で受付開始時期を2回に分けていますので、「選択領
域」の申し込みの際は、「必修領域・選択必修領域」で行った手順と同様に下記フローチャートの②～⑥を繰
り返していただくことになります。
更新講習
開催者側手順

受講者側手順

① 受講者ID取得 ※
※受講者ＩＤは受付開始前、開始後いずれでも取得できま
す。(ID取得完了の通知メールはありません）

受 付 開 始
① 受講者ID取得 ※

③ 事前アンケート登録

送 付
⑦入金の確認
受講申込書の確認

⑧ 受講決定

（
予
約
後
1
0予
日約
以後
内

(

② 講習予約 自動
返信により受講申込
完了（予約の完了）
通知メールが届く

④ 受講申込書の印刷
⑤ 受講料の振込

１０
日
以
内

⑥ 受講申込書を郵送

）

※修了確認期限を延期され
ている方は、延期証明書の
コピーを同封

注
１
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

注３

メール送信

⑨ 受講決定完了通知メールが届く

⑩ 開催１０日前に、開催
通知メールを送信

メール送信

⑪ 講習開催10日前メールが届く

更 新 講 習 当 日
⑫講習当日の受講
受付

受 付

⑬ 受講確認票・資料の受取

送 付

⑯ 履修認定時期に応じて履修証明書が届く

⑭ 履修認定判定
⑮ 履修証明書送付
更 新 講 習 終 了
⑰ 各都道府県の教育委員会へ修了確認申請

注２を参照してください。
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２. 利用申し込みの操作について
○ 更新講習を初めて受けられる方・受講者ＩＤを取得していない方・2巡目の受講者の方は、まずシステムから
受講者ＩＤを取得する必要があります。受講者ＩＤを取得しないと、講習の予約をすることはできません。
※ 前年度に、すでにIDを取得されている方は再度取得される必要はありません。
引き続き前年度に取得した受講者IDを使用してください。

１） 教員免許状更新講習システムのページを開く
例） 鳥取大学公式ＨＰから

鳥取大学公式ＨＰのトップ
ページ→画面中央の「教員
免許状更新講習」をクリック

教員免許状更新講習紹介ページに移動→画
面下の「受講のお申込み」をクリック

教員免許状更新講習システムのトップページを開きました。

２） 利用申し込みをクリック

「利用申し込みはこちら」
をクリック

３） 「受講者登録案内」の画面で利用規約をご確認のうえ、同意された方は「同意する」をクリック
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４） 受講者情報を登録する
利用規約に同意すると受講者基本情報を登録する画面に移るので、各項目を下記に従って入力します。
例） 記入方法 （受講者基本情報）

赤の*は入力必須項目です。入力しないと先に進めません。
二重の枠は全て半角英数字で入力 →

①氏名・フリガナ
を各欄に入力
②生年月日を西暦で入力

③該当の受講対象
者の区分を選択

④現在の職名を選択
※注１

⑤現在お住まいの県を
選択し、市（郡）・町まで
を上段に、以下を下段に
入力

⑥ご自宅か携帯電話の
電話番号を入力

⑦ご自身のメールアドレスを２か所に
入力（上下の欄に違いがある場合先
に進めません。よくご確認ください）
※注２ ※注３
⑧勤務先の学校名（～立から入
力）・電話番号を入力（現在お勤め
の方・採用される見込みの方はそ
の連絡先、それ以外の方は受講
資格の証明先を入力）※注４
⑨鳥取大学卒業生である場合は
同校卒業生に、鳥取県内でお勤
めの方は同県勤務者に、鳥大附
属校にお勤めの方は附属校勤務
者にチェックを入れてください（い
ずれも該当しない場合は、空欄）

⑫その他何かあれば備考欄に記入
（これまでにいくつかの講習を履修された方、産休やけがな
どで長期休暇中の方、障害のため支援や配慮を希望する方、
修了確認期限の延期を受けた方はご記入ください。また、携
帯メールアドレスのみの方はＦＡＸ番号（自宅または職場な
ど）を記入してください。）受講申込後、支援・配慮が必要に
なった場合は必ず電話等でお知らせください。

⑪確認のため、２か所にログイン
パスワードを入力
（半角英数字６文字以上１０文字
以内で、ご自身が覚えやすい文
字等を自由に設定してください）
※注３
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※注１
現在お勤めの方は、その職名をプルダウンメニューから選択してください。
③「受講対象者の区分」で「その他」を選んだ場合は、下の空欄に職名等を記入してください。
※その他→具体的に記入してください。
※注２
●登録いただいたメールアドレスに受講までの手続きの中で、予約完了・キャンセル通知メールのほか、
開催の中止や変更のご連絡、開催の１０日前を目安に開催通知メールをお送りします。
●メールではファイル（会場案内図等）を添付して送付することがあるため、できるだけパソコンなどに
設定されているメールアドレスをご登録ください。
●メール受信設定においてＰＣ・一斉送信・登録外のアドレスからのメールなどの受信拒否設定を行って
いる場合は、st-kyousyoku@ml.adm.tottori-u.ac.jp 及び koshin@adm.tottori-u.ac.jpからのメールを受信
できるよう設定を変更してください。
●携帯のメールアドレスのみお持ちの方は、自宅または職場のＦＡＸ番号を備考欄に入力して
ください。（会場地図をＦＡＸでお知らせする場合があります。）
※注３
このとき設定されたパスワード・メールアドレスは、ログインしていただく時に毎回必要になります。
受講者登録後に発行される受講者ＩＤとともに、メモ等をして大切に保管してください。
（受講者ＩＤはシステムにより自動で振り分けられる番号です。登録が完了した画面に表示されます。）
※注４
退職されている方は、以前の勤務先を入力してください。
次に、現在所有しているすべての免許状について入力します。
例） 記入の仕方 （現有免許状一覧）
赤の*は入力必須項目です。入力しないと先に進めません。
③免許状に書かれている免許番号・
授与年月・授与権者を入力（任意）

①所有する免許状の
種類をプルダウンで
選択

②中学校、高等学校、特別支援学
校教諭の普通免許状、若しくは各
学校種の特別免許状については
教科又は領域を入力

④入力した免許状の全ての「授与年月日」
が２００９年４月１日以降の場合、「有効期
間の満了の日」は必須入力

免許を３つ以上お持ちの
方は、「追加」をクリックし
て行を増やし、入力してく
ださい。削除したい場合
は、空欄で入力します

⑤「期限を取得」ボタンを押すと、旧免許状所持者の場合は生年月日による通常の修了確認期限が自動入

⑥全て入力したら「確認」を
クリックする

力されます。
新免許状所持者の場合は現有免許状一覧に入力した有効期間の満了の日の最も遅い満了日が自動入力
されます。
延期された等によりそれと異なる修了確認期限・有効期間の満了の年月日の方は、自動入力されたものを
手修正してください。

確認
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＜旧法で授与された免許状の読み替えについて＞
旧法で授与された一部の免許状の種類について、システムでは対応できておりません。
以下の表を参考に、入力していただくようお願いします。
例１） 幼稚園・小学校・中学校教諭の一級又は二級普通免許状をお持ちの方
旧法で授与された免許状
幼稚園二級普通免許状
小学校一級普通免許状
中学校一級普通免許状 （国語）

以下のように読み替えて入力してください
幼二種
小一種
中一種 （国語）

例２） 高等学校教諭の一級又は二級普通免許状をお持ちの方
旧法で授与された免許状
以下のように読み替えて入力してください
高一級普通免許状 （数学）
高専修 （数学）
高一級普通免許状 （社会）
高専修（地理歴史） ・ 高専修（公民）
高二級普通免許状 （社会）
高一種（地理歴史） ・ 高一種（公民）
※高等学校教諭一級、二級の「社会」は、高等学校専修、一種の「地理歴史」「公民」の免許状とみなして２行で入
力してください

例３） 盲学校、聾学校、養護学校教諭の専修、一級、二級、一種、二種普通免許状をお持ちの方
旧法で授与された免許状
以下のように読み替えて入力してください
盲、聾、養学専修普通免許状
特支専修
盲、聾、養学一級又は一種普通免許状
特支一種
盲、聾、養学二級又は二種普通免許状
特支二種
なお、特別支援学校教諭免許状への読み替えに伴う盲学校、聾学校、養護学校教諭免許状に係る領域は次のと
おりです
旧法で授与された免許状
盲一級、二級、専修、一種、二種
聾一級、二級、専修、一種、二種
養学一級、二級、専修、一種、二種
※ 領域が複数ある場合は、複数行入力してください

以下のように読み替えて入力してください
視覚障害者
聴覚障害者
知的障害者・肢体不自由者・病弱者

例４） 養護教諭一級又は二級普通免許状をお持ちの方
旧法で授与された免許状
養護一級普通免許状
養護二級普通免許状

以下のように読み替えて入力してください
養護一種
養護二種

５） 受講者情報登録の確認
「確認」をクリックすると、確認画面になります。各項目の入力内容が間違いないか確認し、画面一番下の「登録」
をクリックしてください。
画面の一番上に下記のようなエラーメッセージが出た場合は、登録内容に不備があります。
「戻る」をクリックして前の画面に戻り、エラーメッセージに従って再度入力してください。
なお、前の画面に戻るとログインパスワードは空欄になりますので再度入力してください。
例） エラーメッセージ
ログインパスワード（確認）は半角英数字で入力してください。
→数字は全て半角数字で入力します。入力モードを半角数字に切り替え、再度入力してください。
○○○○○○○○○○○は必ず入力してください。
→入力必須項目（＊がついた箇所）に空欄があります。再度入力してください。
受講期間ではない可能性があります。お確かめください。
→修了確認期限が、今年度の受講対象者と合致しない場合このエラーメッセージが出ます。
マニュアル１ページの今年度の受講対象者がご自分の生年月日に当てはまるか確認し、再度入力してください。

６） 受講者情報登録完了
登録が完了すると、受講者ＩＤが割り振られます。このとき必ず受講者ＩＤ・メールアドレス・ログインパスワードを
メモする等して、大切に保管してください。ログイン時には毎回入力する必要があります。
※この受講者ＩＤで他大学の講習を申込むことが出来ます。このシステムを通して申込むことが出来るのは、
鳥取、島根、岡山、広島、山口、高知、山口県立、東亜、山口学芸、公立鳥取環境、県立広島の各大学です。
なお、受講申込の諸条件は、大学ごとに異なりますので、詳細については各大学のホームページ等で確認してください。

あなたに割り振られたＩＤ

①「続けてログイン」をク
リックすると、続けて講習
の予約ができます
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３. 受講申し込みの操作について
受講者情報の登録が完了すると、受講者ＩＤ・メールアドレス・パスワード（ログインパスワード）を入力してログインできるようになり
ます。 ログインした先のページを「マイページ」と呼び、マイページから更新講習の受講予約が可能になります。

１） ログインしてマイページを開く
更新講習システムのトップページを開き、画面左側にある「ログイン」の３つの項目（受講者ＩＤ・メールアドレス
・パスワード）を入力し、「ログイン」をクリックします。
（前ページで「続けてログイン」をクリックした場合は、そのままマイページに移ります）

①「受講者ＩＤ」
②「メールアドレス」
③「パスワード」をそれぞれ入力

「ログイン」をクリック

（クリアを押すと空欄になります）

２） マイページから「更新講習検索／予約」をクリック

画面左側の「更新講
習検索／予約」をク
リック

ログインをすると名前が表示されます。

また、現在予約されている
講習の一覧が表示され、こ
こから受講申込書を１枚で
印刷することができます

※ ログイン後３０分以上操作を行わない場合、自動的にログアウトされます。この場合、もう一度トップページから
すべての項目を入力してログインしてください。

３） 講習を検索する
更新講習検索画面に移ります。検索条件にご希望の講習の条件を入力し、「検索」をクリックします

①各項目に希望条件を入力
（全ての空欄を入力しなくても検索可能で
す。すべて空欄で検索すると、すべての講
習が検索できます） ※注１

②「検索」をクリック

より詳しい条件で講習を検索したい場合は、「さらに詳しく検索」をクリックすると、項目の下にさらに検索条件が
表示されます。フリーワード欄に単語等を入力すると、入力した言葉に関連した講習を検索します。（例：心理学）
※注１
このＨＰでは、鳥取、島根、岡山、広島、山口、高知、山口県立、東亜、山口学芸、公立鳥取環境、県立広島の各大学が
開催する公開中の講習について検索し、予約受付期間中のものについては予約することができます。
鳥取大学が主催する今年度の更新講習の全日程については、鳥取大学公式ＨＰの「教員免許状更新講習」
「開設講習一覧」をご覧ください。http:\www.ces.tottori-u.ac.jp\kousin\kouza.html
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４） 講習検索結果一覧で、受講したい講習名をクリック
検索をクリックすると、その条件に合致した講習一覧が表示されます。そこから、受講したい講習名をクリック
すると、その講習の詳細情報を閲覧できます。
１５の講習が検索できました。
1-10/15は、１５の講習中１～１０個の講習
を表示していることを表します（１１個以上
の講習が検索された場合、「＞」で次ペー
ジに移動します）

受講したい講習名をクリック

「ステータス」は、講
習の現在の状態を表
示します。（予約）受
付前は緑色、受付中
は青色、受付終了は
赤色で表示します。
※予約期間について
は次ページを参照

申込／定員〔下限〕の―/30〔5
〕は、３０人の定員中、現在申込み
は０人で、申込が５人以上の場合
に開催することを表します。（申込
みが5人未満の場合は、原則、開
催は取りやめとなります ）※注１

※注１ 開催の取り止めは、申込期限より前に決定することがあります。これは、申込
者の他講習への振替または返金についての検討期間を考慮しての取扱いですので、
ご了承願います。

５） 講習情報画面で「予約する」をクリック
講習情報の画面に移ります。講習基本情報と開催情報を見て、ご自分の職種や担当教科、日程等を踏まえ、
受講可能かどうか確認します。
ステータスが「受付中」の場合は予約可能ですので、「予約する」をクリックします。

「主な受講対象者」は、受講内容を
考慮してどの学校区分・担当教科
が望ましいかの目安を表します。
必ずしもその対象者でないと受講
できないということではありません。

「履修認定対象職種」は職
名ごとに履修認定の対象と
なる講習であることを意味
します。養護教諭、栄養教
諭の方はこの欄に「養護教
諭」「栄養教諭」の表示がな
い場合、受講されても履修
認定されません。 ※注１
講習基本情報を確認する。シラ
バスを見るには「開設講座計画
書」をクリック

予約受付期間は、この期間のみこのシステム
から予約が可能であることを意味します。期間
中はステータスが「受付中」になり、アクション
の「予約する」が有効になります。 ※注２

ステータス枠の中の青字を
クリックすると、講習開催
情報詳細を見ることができ
ます。※注４

履修認定時期は、修了認定試
験の合格者に履修証明書を発
送する目安の時期になります。
※注３

「予約する」をクリック
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６） 「予約する」をクリックすると、受講申込規約が表示されるので内容を確認のうえ、同意された方は
「同意する」をクリック
７） 講習予約申込確認画面にて「予約確定」をクリック
※注１
養護教諭、栄養教諭の方は、受講して履修認定される講習とそうでない講習があります。それぞれの方を対象にした
全講習については、鳥取大学「教員免許状更新講習開設講座」の「養護教諭」「栄養教諭」の欄をご覧ください。
※注２
予約期間前の場合、ステータスは「受付前」になります。このとき予約はまだできません。
また、システムから予約ができるのは、

【必修・選択必修領域】
【選択領域】

４月１８日（日）午前６時から 各講習開催日の４週間前まで
５月１６日（日）午前６時から 各講習開催日の４週間前まで

予約受付期間中に定員に達した講習であっても、その間にキャンセルが発生した場合は予約が可能です。
（詳しくはＰ．１７）
予約受付期間を過ぎると、ステータスは「受付終了」になり、予約はできません。
※注３
履修認定時期は、修了認定試験結果を基に履修認定を行う時期を示しています。
受講者に履修証明書が届くのは履修認定後１～２週間後となります。
※注４
「受付中」をクリックすると講習開催情報詳細に移動します。

８） 受講申込完了
受講申し込みの予約が完了すると、「受講申込完了」通知メールが届きます。この段階で予約が完了し、定員に
含まれますがひき続き事前アンケートに回答します。

９） 事前アンケートを登録する
１．講習開催情報の「事前アンケート登録」をクリックする。
２．設問１～４の回答を入力し、確認ボタンを押す。
３．登録内容を確認し、「登録」をクリックする。（修正する可能性がある場合は、一時保存をクリックする。）

１０） 予約完了画面について

予約が完了した講習
予約が完了
のリストが参照でき
した講習のリ
る「申込内容を見る」
ストが参照で
が表示されますああ
きる「申込内
ああ※注1
容を見る」が

ステータスが「受付中」
から「予約済」に変わり
ます。また、下に必要な
手続きの状況が表示さ
れます※注２

「事前アンケート登録」をクリック

※注１
「申込内容を見る」をクリックすると、これまでに予約した講習の一覧が表示されます。
予約受付期間内かつ
講習名をクリックすると、上の画面のような「講習情報」画面に移ります。
受講料振込前のみご
自身でのキャンセル
が可能です ※注３

※注２
ステータスは、予約の段階に応じて変化します。
「受付中」→「予約済」→「受講決定」→「審査待ち」→「履修認定済」
キャンセル待ちの場合「キャンセル待ち」→「キャンセル待ち期間終了」
「受講決定」は全ての予約手続きが終了した段階、「審査待ち」は講習が終了し履修認定結果が出るまでの間、
「履修認定済」は履修認定が確定した状態です。
また、「事前アンケート」・「資格チェック」（受講申込書の記載内容）・「入金」がそれぞれ本学で確認できれば、
［未］から［済］に変わります。
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※注３
システム上でキャンセルができるのは、予約受付期間内かつ受講料振込前です。予約受付期間終了後または
受講料振込後は、TEL:０８５７－３１－５５３７までご連絡ください。キャンセル後の手続きについて、ご案内させて
いただきます。詳しくは、P.１６をご覧ください。

＜キャンセル操作について＞
「受講キャンセル」をクリックすると、キャンセル確認の画面に移ります。

「受講キャンセル」をク
リック

※キャンセルが完了すると、「受講キャンセル完了」通知メールが届きます。

１１） 受講申込書、振込依頼書を印刷する

ステータスの「事前アン
ケート」が[未]から[済]に
変わります

①「受講申込書印刷」
②「振込用紙印刷」をクリック

※注１ ※注２

※注１
アクション欄（上画面）からも印刷可能ですが、トップページの「申込内容確認」（下画面）では複数講習の
受講申込書をまとめて１枚に印刷できますので、こちらをお勧めします。（同じ大学での講習のみ可能です。）
受講申込書には顔写真の貼付と、勤務先の学校長の証明が必要です。 （詳しい作成方法はＰ．１４参照）
例） トップページ
印刷したい講習全てにチェックを入
れ、「受講申込書印刷」をクリック

講習名をクリックすると、
上画面（講習情報画
面）に移動します

クリックすると、別ウィンドウでＰＤＦの画面が開きます。書類は何度でも印刷可能です。
※注2
受講申込書、振込用紙等が印刷できない場合は、更新講習ＨＰの よくあるご質問 のＱ１１ をご覧ください。
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１２） 鳥取大学の口座に受講料を振り込む
受講申込書を送付する前に、山陰合同銀行、鳥取銀行いずれかの口座に受講料を振り込み、受
講料振込済証明書（大学提出用）又はATMご利用明細書を受講申込書の裏面に貼り付けて提出
してください。(口座からの引き落としの場合、明細書の残高欄はマジック等で消してください。)
※受講料は合計額をお振込いただくことができますが、1枚の受講申込書に対し、ご利用明細書が複数枚になる
場合には、それぞれ重ならないように貼付してください。

受講料
必修領域 （６時間）＋選択必修領域（６時間）＋選択領域３講習（18時間）＝３０時間

¥30,000

必修領域（６時間）

¥6,000

選択必修領域（６時間）

¥6,000

選択領域１講習（６時間）

¥6,000

振込先
振 込 先
山陰合同銀行

口 座 番 号
振 込 名 義
コ ク リ ツ ダイガクホウジン ト ッ ト リ ダイガクガクチョウナカジマ ヒ ロ ミ ツ
鳥取営業部 普通 ３９０８３９３ 国立大学法人鳥取大学学長 中島廣光
コ ク リ ツ ダイガクホウジン
ト ッ ト リ ダイガク
湖山支店 普通 ００４５１３６ 国立
鳥取銀行
大学法人
鳥取大学
※ ATMの詳しい操作方法については、銀行の窓口でお尋ねください。
・山陰合同銀行 問い合わせ先 （０８５７）３９－５０００

・鳥取銀行 問い合わせ先 （０８５７）２８-１５００

振込の方法について
※振込者（受講者本人）の名前を入力する際は、必ず名前の前に「Ｋ」（ローマ字）を入
力してください。キャッシュカードで振り込む場合は振込名義を「あり」に設定してくださ
い。更新講習の受講料として入金されます。
例）Ｋ トリダイ タロウ
▲お願い
ご家族などが代理で振込をし、その際に誤って受講者（本人）以外の名義で振込をされてしまった場合、
氏名の変更があり、更新講習システムのご登録名と相違した名義で振込をしてしまったなどの場合には
その旨を必ずご連絡ください。 連絡先 （０８５７）３１-５５３７
なお、受講料の振り込み方法は次の３つの方法があります。

①山陰合同銀行または鳥取銀行ＡＴＭで、キャッシュカードで振り込む方法
ＡＴＭ画面の表示に従って振り込みます。銀行（山陰合同銀行または鳥取銀行に限る）にすでに自分名義の口座があり、
キャッシュカードで振り込む方法です。
※手続きには必要ありませんが、振込先確認のために振込依頼書を持参されることをお勧めします。
・山陰合同銀行 ・・・ 手数料 有料
・鳥取銀行 ・・・ 手数料 無料
※振込手数料の取扱いにつきましては、改訂される場合等々がございますので、あらかじめ各金融機関の情報をご確
認いただくようお願いいたします。

②銀行ＡＴＭで、現金を一括で振り込む方法（別途手数料がかかります）
振込先の口座番号に間違いはないか、金額に間違いないか慎重に確認した上で、ＡＴＭの画面の表示に従って
お振込ください。
※①と同様に、手続きには必要ありませんが、振込先確認のために振込依頼書を持参されることをお勧めします。
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③銀行窓口で、振込依頼書を提出し講習毎に振り込む方法(別途手数料がかかります）
この場合は各講座毎に印刷した振込依頼書が必要になります。振込依頼書を窓口で提出し、
受講料をお支払いください。受講料振込金受取書（本人保存）は各自で大切に保管してください。
なお、この方法では手数料が複数回発生しますので、複数の講習を予約されている方はＡＴＭで
一括で支払う方法をお勧めします。
以下が受講料振込依頼書になります。※銀行窓口では、縦線は切り取らず３枚全て提出してください。

※振込金受取書（本人用控え）は、振込済の証明になりますので大切に保管してください。
※振込済証明書（大学提出用）は、受講申込書の裏面に貼り付けて郵送してください。

１３） 受講申込書を作成する
以下の点にご注意願います。
①顔写真について
・顔写真を貼付する（申込み前６ヶ月以内に撮影したもので、鮮明で変色のおそれのないもの。
大きさは縦４ｃｍ、横３ｃｍ）
②受講対象者の区分、連絡先、所持する免許状に間違いがないか、ご確認ください。
③受講希望講習について、予約した講習に間違いがないか、ご確認ください。
④証明者記入欄に、勤務先の校長先生等の証明をもらってください。役職名まで記入願います。また
14
校長印は必ず公印としてください。（現在教職に就いていない方は、教育委員会等の証明が必要です。）

１４） 受講申込書を郵送する
原則、システムで予約を行った日から１０日以内に、下記の住所へ送付をお願いいたします。
講習毎に１０日以内を送付期限としますので、後ほど別の講習を予約する予定がある方もその都度郵送してください。
予約して１０日以上経っているにもかかわらず、申込書が届いていない場合、職場やご自宅に送付のお願いの
連絡をすることがあります。
※「受講申込書」は、折り曲げていただいて差し支えありません。
※ 封筒のおもてに「受講申込書在中」と朱書きをしてください。

申込書の郵送先 ： 〒６８０－８５５０ 鳥取市湖山町南４丁目１０１番地
鳥取大学学生部 教育支援課 教職教育係 まで

１５） 受講決定完了
鳥取大学 教育支援課 教職教育係で受講資格・入金情報を確認でき次第、本登録の手続きを行います。
本登録の手続きが終わると、「受講決定完了」通知メールが届きます。

以上で、受講申し込み手続きは全て完了です。

15

４. キャンセル（辞退） ・ その他補足情報について
○ここでは、システムから受講予約をした後、やむをえずキャンセルする必要が生じた場合の手続き、またシステムに
て利用できるその他の機能等について説明します。

● 予約した講習をキャンセルしたい
予約受付期間内かつ受講料振込前の場合はご自身でシステムよりキャンセルすることができます。
それ以外のキャンセルについては、お問い合わせ先（ＴＥＬ：０８５７－３１－５５３７）まで速やかにご連絡
ください。ご連絡いただいた日を辞退日とし、次のとおり取り扱います。
１．辞退の場合（受講者の事由によるもの）
受講決定後（「受講決定完了」通知メールが届いた後）（Ｐ.１５参照）のキャンセルに係る受講料の取扱いは、次のとお
りです。
なお、受講決定前の辞退については、受講料を全額返還します。
事項

対応

（1）

受講決定後、講習開催日の１５日前までの辞退

受講料の９０％を返還する。

（2）

受講決定後、講習開催日の１４日前から前日までの辞退

受講料の５０％を返還する。

（3）

講習開催日以降の辞退

受講料の返還は行わない。
他の講座への振替も認めない。

２．辞退の場合（受講者の責によらない事由）
受講決定後、受講者の責によらない事由で受講できない（又は受講できなかった）場合は、鳥取大学までご連絡の
うえ、欠席届（下記①参照）を提出してください。鳥取大学で受講者の責によらないと判断した場合は、受講料を全
額返還します。また他の講習への変更を希望される場合は、可能な限り他の講習への受講振替（下記②参照）を
認める予定です。
なお、受講者の責によらない事由については、次のうちどれかに当てはまるものとします。
ア．勤め先の学校における公共行事や、顧問を務める部活動の大会などによるもの
イ．天災による公共交通機関の不通などによるもの
ウ．その他やむを得ないと考えられる場合
① 欠席届の提出
欠席届（PDFデータ）はこちらから印刷してください
「教員免許状更新講習」→「申込み手続きの流れ」→「受講辞退等に係る受講料の取扱い」
→ http://www.ces.tottori-u.ac.jp/kousin/kousyuu.html
公共交通機関の不通などで参加できなかった場合については、駅等で証明書の交付を受け、欠席届に添付して
提出してください。
② 他の講習への振替
振替については、同じ領域の講習のみ可能です。ご希望の方は鳥取大学までご連絡ください。可能な限り、他の
講習への受講振替を検討しますが、準備等様々な理由により振替が難しい場合もありますのでご了承ください。
例）
必修
選択必修
選択

振替前の講座
教育の最新事情①
教育相談①
森林と人間（鳥取）

→
→
→

振替後の講座
教育の最新事情③
教育相談②
基礎から分かる昆虫学

連絡・お問い合わせ先
（ＴＥＬ：０８５７－３１－５５３７） （メールアドレス：koshin@adm.tottori-u.ac.jp）
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● キャンセル待ち機能について
・予約受付期間中にすでに定員に達し、予約ができない講習については「キャンセル待ち」が可能です。
キャンセル待ち登録が完了すると、「キャンセル待ち完了」通知メールが届きます。
・「キャンセル待ち」をしている講習にキャンセルが発生した場合、キャンセルが発生する度に「キャンセル
発生通知」メールが届きます。
・キャンセル待ちの受講申し込みも先着順での受付になります。通知メールが届き次第、直ちに受講申し
込みを行ってください。
※予約受付期間を過ぎている場合は、システムから予約できません。

「キャンセル待ち」をクリック

登録完了後は、以下のような画面になります。解除したい場合は、「キャンセル待ち解除」をクリックします。

左側の枠に「キャンセル待ち
講習を見る」が追加されます。
ここをクリックするとキャンセ
ル待ちしている講習一覧を参
照できます。

予約可能となった場合には

定員に空きが出て、予約
可能になった場合は「予
約する」ボタンが有効に
なりますので、クリックし
てください。

マーク が表示されます。

● 受講者ＩＤ・パスワードを忘れてしまったときは
ログインに必要な受講者ＩＤ、パスワードを忘れてしまった場合は、TEL（０８５７）３１-５５３７までお問い合わせ
ください。なお、受講者IDはお調べできますが、パスワードについては新たに設定していただくことになります。
（半角英数６文字以上１０文字以内で設定してください）
お電話を受けた後にパスワードの変更の手続きをいたしますが、変更処理に数分かかるため、時間をおいて
改めてログインしてください。
（なお、受講者IDは、登録完了時・受講予約完了時の通知メール、受講申込書、振込依頼書にも記載されています。）
※2巡目の受講者の方は、新規で受講者ＩＤを取得してください。
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● パスワードを変更したい
現在登録しているパスワードを変更したい場合は、パスワードの変更をシステムから行うことができます。
システムにログインし、マイページを開きます。

①「パスワード変更」をクリック

②現在のパスワード、新し
いパスワード（２回入力）を
それぞれ入力します

③「更新」をクリック

エラーメッセージが出る場合は、入力内容に不備があります。入力モードが半角数字になっているか、文字列に
間違いないか等確認してください。

パスワード変更が完了しました。これ以後は新しく設定したパスワードでログインしてください。

● 登録内容を変更したい
引越し等で住所や連絡先などが変わった場合、またメールアドレスを変更した場合などは、速やかにシステムに
登録されている内容を変更してください。
履修証明書や講習で使用するテキストなどの書類及び、講習に関する重要な連絡メールが届かないといった
ことがないようご注意ください。
なお、すぐに変更できない場合は、速やかにTEL：（０８５７）３１－５５３７までお電話ください。
ログインし、マイページを開きます。

①「登録利用情報照会」をクリック
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②一番下の「変更」ボタン
をクリック

「変更」をクリックすると、「受講者情報登録変更画面」に移りますので、変更したい箇所を上書きします。

③変更したい箇所を
上書きする

④「確認」をクリック

変更した登録情報を確認し、「更新」をクリックします。

⑤変更した箇所が間違い
ないかどうか確認する

⑥「更新」をクリック

受講者情報更新が完了しました。
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● その他システム機能について
更新講習システムにおいて使用できる、その他の機能について説明します。
トップページに戻ります。 ※注１
予約受付期間が間もなく終了する講習の一覧を参照できます。

受講者の方に人気のある講習一覧を参照できます。
中四国六大学の問い合わせ先を参照できます。 ※注２
ブックマークした講習一覧を参照できます。

※注１

※注３

トップページの「お知らせ欄」は、随時更新されますので、チェックしてください。

※注２
ここをクリックすると別ウィンドウが開き、中四国六大学共同ホームページに移動します。
画面左側の県名ボタンをクリックすると、各大学の問い合わせ先が参照できます。

地図の各県名をクリック
すると、その地域で開催
される講習を検索できま
す。

※注３

ブックマークとは、気になる講習を予約しない状態でいつでも参照できるようにしておく設定のことです。

＜ブックマークの仕方＞ ブックマークしたい講習の講習情報画面を開きます。

画面右上「この講習をブックマークする」をクリック

ブックマークが完了しました。
ブックマーク以降
は、検索せずここ
から講習情報画面
を参照できます

はずしたい場合は、「この講習をブック
マークからはずす」をクリック

「この講習をブックマークからはずす」をクリックするとはずすことができます。

お問い合わせ先 ： 鳥取大学学生部 教育支援課 教職教育係 TEL．０８５７－３１－５５３７
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