2019年度
東京海洋大学教員免許状更新講習
募

集

要

項

【追加募集】

海洋の未来を拓くために

※募集要項・受講申込書は、大学ホームページ(http://www.kaiyodai.ac.jp/)からもダウンロード
いただけます。

東京海洋大学では、海洋科学技術に関わる教育研究の拠点大学としての特色を生かし、主に水
産系・海洋系高等学校教員を対象とした教員免許状更新講習を実施します。

１．趣 旨
東京海洋大学は、それぞれに長い伝統を持つ「東京商船大学」と「東京水産大学」を統合して設置され
た大学です。現在の東京海洋大学では、海洋生命科学部に高等学校「水産」「理科」、海洋工学部に「商
船」「工業」、海洋資源環境学部に高等学校「水産」「理科」及び中学校「理科」の教職課程をおいてい
ます。このうち、「水産」および「商船」については、旧両大学の卒業生が多く水産系・海洋系高等学校
に勤務しているとともに、全国的に見て開設している大学が少なく、東京海洋大学教職課程の特色の一つ
となっています。
本学では、その特色を活かして、全国の水産系・海洋系高等学校教員を主な対象とした教員免許状更新
講習を実施することとしており、今年度は選択領域の講習１８時間を開設いたします。主に教科「水産」
を想定した水産学・海洋科学の最新事情についての講習を１２時間、また、教科「商船」を想定した商船
学・海洋工学の最新事情についての講習を６時間開設します。なお、各講習は、免許教科「理科」を有す
る高等学校又は中学校教員の受講も想定しています。
講習は講義形式で行いますが、実験・実習・調査などを講習時間内に行う場合があります。

２．受講対象者
主に、水産系・海洋系高等学校に勤務し、免許教科「水産」「商船」を有する下記【今年度の受講対象
者】に該当する教員の方を対象といたします。なお、免許教科「水産」「商船」「水産実習」「商船実習」
を有する実習教諭および実習助手を含みます。
また、独立行政法人海技教育機構の海上技術学校に勤務する教員で教員免許状を有する方、免許教科「理
科」を有する高等学校又は中学校教員の方も受講可能です。
＊受講対象者および修了確認期限については、文部科学省ホームページもご参照下さい。
【今年度の受講対象者】
① 【旧免許状】教員免許状更新講習の修了確認期限が令和２(２０２０)年３月３１日の方
生
年
月
日
昭和３９（１９６４）年４月２日～昭和４０（１９６５）年４月１日
昭和４９（１９７４）年４月２日～昭和５０（１９７５）年４月１日
昭和５９（１９８４）年４月２日～
② 【旧免許状】教員免許状更新講習の修了確認期限が令和３(２０２１)年３月３１日の方
※平成２３年３月３１日を修了確認期限として既に更新手続きを行った方
生
年
月
日
昭和３０（１９５５）年４月２日～昭和３１（１９５６）年４月１日
昭和４０（１９６５）年４月２日～昭和４１（１９６６）年４月１日
昭和５０（１９７５）年４月２日～昭和５１（１９７６）年４月１日
③ 【新免許状】以下のいずれかの方が対象となります。
教員免許状の有効期間の満了の日が令和２(２０２０)年３月３１日の方
教員免許状の有効期間の満了の日が令和３(２０２１)年３月３１日の方

３．受入予定人数
講習①【選択領域】「商船学・海洋工学の最新事情」 （２０１９年１２月２１日（土））２０人程度
講習②【選択領域】「水産学・海洋科学の最新事情Ⅰ」（２０１９年１２月２２日（日））２０人程度
講習③【選択領域】「水産学・海洋科学の最新事情Ⅱ」（２０１９年１２月２３日（月））２０人程度
-2-

４．講習日程・内容
日時
１２
月
２１
日
(土)

講

習 場 所

東京海洋大学
越中島キャンパス
（東京都江東区越
中島２－１－６）

講 習 名

時限

①【選択領域】 １限
「商船学・海
洋工学の最新 ２限
事情」
３限

テ ー マ
ガイダンス

東京海洋大学
品川キャンパス
（東京都港区港南
４－５－７）

②【選択領域】 １限
「水産学・海
洋科学の最新 ２限
事情Ⅰ」
３限
４限

１２
月
２３
日
(月)

東京海洋大学
品川キャンパス
（東京都港区港南
４－５－７）

③【選択領域】 １限
「水産学・海
洋科学の最新 ２限
事情Ⅱ」
３限

当 講 師

ＥＥＤＩと船体設計の将来

南 清和
(海洋工学部教授)

船舶機関のトライボロジー

藤野 俊和
(海洋工学部准教授)

４限
１２
月
２２
日
(日)

担

ガイダンス
魚介類アレルギーの発症メ
カニズムと原因物質および
アニサキスの危険性
漁業における光と色
～水産動物の行動制御への
応用～
ガイダンス
水圏環境教育

極域海洋学

４限

嶋倉 邦嘉
(海洋生命科学部准教授)
稲田 博史
(海洋生命科学部准教授)

佐々木 剛
(海洋生命科学部教授)
溝端 浩平
(海洋資源環境学部助教)

【時限】１限＝8:50～10:20 ２限＝10:30～12:00 ３限＝13:00～14:30 ４限＝14:40～16:10
※ガイダンスは10分ほどを予定しております。8：40を目途にお集まりください。
※各日とも講習終了後に事後評価アンケート（10分程度）を予定しております。

５．講習料（受講決定後、納入していただきます。）
①～③の各講習

各６，０００円（印刷教材費を含みます。）

６．受講申込（６～１１については、５ページの図「受講の流れ」も併せてご参照ください。）
下記の受講申込期日までに、必要書類①～③を下記郵送先に郵送願います。
【受講申込期日】
２０１９年１１月２９日（金） ※当日消印有効
【必要書類】
①受講申込書
②写真２枚
③返信用封筒

別紙の様式に必要事項を記載の上、写真を貼付し、学校長等の証明を受けて下さい。
申込前６ヶ月以内に撮影した正面、上半身無帽（縦４cm×横３cm）のもの
１）１枚は、①受講申込書の所定欄に貼付して下さい。
２）１枚は、裏面に氏名を記入し提出して下さい。（受講票に使用いたします。）
角形２号（Ａ４サイズ）封筒に、受講票送付希望先の郵便番号、住所、氏名を記入
して下さい。切手は不要です。

【郵送先】
〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 東京海洋大学学務部教務課教務係 教員免許状更新講習担当宛
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７．受講手続き
１）受講内定のお知らせ
受講内定のお知らせは、受講申込書記載の電子メールアドレス宛に、電子メールにてお送りします。
２）受講料の納入
受講申込期日終了後、電子メールでお送りする「受講内定のお知らせ」に記載された本学指定口座に
納入いただきます。（金融機関等のＡＴＭから振込可能です。）振込手数料は、受講者負担となります。
受講料納入期間は、２０１９年１２月２日（月）～６日（金）を予定しております。
３）受講案内・受講票の送付
受講料の納入確認をもって受講決定とし、受講案内及び受講票を郵送いたします。
受講票は講習当日にもご持参いただきますので、大切に保管ください。
４）受講を辞退される場合
受講決定後に受講を辞退される場合は、１４に記載するお問い合せ先まで、必ず事前に電話でご連絡
下さい。（ファクシミリ・電子メールでのご連絡及び受付時間外のご連絡はお受けできません。）
ご連絡後、別途お送りする書式により辞退届をご提出いただきます。
５）受講料の返還について
講習開始日の前日までに受講辞退のご連絡があった場合は、受講者からの受講料返還請求書により返
還の申し出があった場合に限り、返還手数料（300 円）を差し引いた額を返還します。
なお、大学側の都合により講習が開設できなかった場合は，受講料は全額返還いたします。

８．事前課題意識調査アンケート
受講決定後の受講案内送付時に、講習内容に対する事前課題意識調査アンケートの記入フォームを送
付し、電子メールにてご回答いただきます。
提出時期は、２０１９年１２月中旬を予定しております。

９．修了認定試験
修了認定試験は、各講習の時間中に筆記試験により実施します。
各講習のテーマ・講師ごとに筆記試験を行います。２時限（１８０分）の講習内容の場合、９０分間
の講義、（１０分休憩）
、６０分間の講義を行い、その直後に３０分間の筆記試験を行います。

１０．修了認定
各講習（①、②、③）ごとに、修了認定試験の結果を総合評価の上、修了認定を行います。
修了認定に合格した場合には、
「免許状更新講習履修証明書」を発行します。
修了認定結果の通知及び履修証明書につきましては、２０２０年１月１６日（木）頃に発送予定です。

１１．事後評価アンケート
各講習終了後に、講習に対する事後評価アンケートを行います。
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１２．受講の流れ
受

講

の

流

れ

受 講 者
東 京 海 洋 大 学
２０１９年
１１月２９日（金）ま ○受講申込（郵送）
で
①受講申込書(学校長等の証明必要) ○受講申込書類受付
↓
受 講 内 定
②写真２枚(１枚は申込書に貼付)
③返信用封筒
○受講内定のお知らせ（電子メール）
１２月 ２日（月）
～６日（金）

１２月 ９日（月）頃

１２月２１日（土）
～２３日（月）

２０２０年
１月１６日（木）頃

○受講料納入（銀行振込）
１講習あたり：６，０００円
（３講習受講の場合：１８，０００円） ○受講料の納入確認
受 講 決 定
↓
○受講案内・受講票の受領
○受講案内・受講票の送付（郵送）
○事前課題意識調査アンケート
①受講案内
（１２月中旬迄,電子メールにて回答） ②受講票（講習当日持参）
※受講を辞退される場合は電話連絡の上、辞退
届を提出いただきます。
○講習受講（集合時間、場所等詳細は ○講習実施
受講案内でお知らせします。）
○修了認定試験（講習中に実施）
○採点、修了認定
○事後評価アンケート（講習中に実施）
○修了認定結果のお知らせ受領
○免許状更新講習履修証明書受領

○修了認定結果のお知らせの発送
○免許状更新講習履修証明書の発送

１３．その他
１）本講習は、教育職員免許法に基づく教員免許状更新講習として文部科学省の認定を受けたものです。
主たる受講対象者は免許教科「水産」「商船」の教員としておりますが、他の教科、校種等の教員免
許状をお持ちの場合に、当該免許の更新にも有効となります。
２）身体の障害がある方で受講にあたり配慮等を必要とされる方は、受講申込みにあたって１４のお問
合せ先にご相談下さい。施設・設備の都合上対応できない可能性もございますのでご了承ください。
３）受講の際は、本人であることが確認できる書類（職員証、運転免許証など）と印鑑をご持参下さい。
４）講習会場への自動車での来場はご遠慮下さい。
５）宿泊所等の提供または斡旋は行っておりません。
６）キャンパス内の売店等は休業の為、昼食は各自にて用意して下さい。

１４．お問合せ先
東京海洋大学 学務部教務課 教務係
〒108-8477 東京都港区港南４－５－７
tel.03-5463-4245 fax.03-5463-0437 ※受付時間は平日の 9:00～17:00 です
電子メールアドレス k-kyomu1@o.kaiyodai.ac.jp
●個人情報の取り扱いについて
受講申込書、事前及び事後アンケートなどで提出いただいた個人情報は、教員免許状更新講習に関す
る業務以外には使用いたしません。
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