
＊認定試験は「組織づくり【検証】」回終了後に実施する予定（12月中に１回のみ認定試験の予備日を設定する予定）

学校の危機管理・教育課題 （開講式）

人権教育の推進について

授業づくり 【検証】

授業づくり 【理論】

授業づくり 【実践】

いじめ対応・カウンセリング

市町村独自の課題に対応した研修

組織づくり（チームビルディング）【検証】 （閉講式）

組織づくり（チームビルディング）【理論】

組織づくり（チームビルディング）【実践】

R４年度 小・中学校 10年経験者研修
大阪府教育センター

10年経験者研修の一部を免許状更新講習の対象研修とすること

市町村教育委員会による日程

（特設A）ともに学び、ともに育つ・ロジカルシンキング
※10年経験者研修の⼀部を免許状更新講習と兼ねる場合は受講

（特設B）組織づくり（メンタリング）【理論】

（特設B）組織づくり（メンタリング）【実践】

（特設B）組織づくり（メンタリング）【検証】

4/20～5/11

5/25 6/1 6/22 

研修日程

小学校 中学校
１班 ２班 １班 ２班

10/19

11/30 12/7 11/30 12/7

7/27 7/26 7/27

9/14 9/21 9/14 9/21 

所属校等での実践

所属校等での実践

7/13～7/26

8/3～8/24

11/2 

＊対象者
免許状更新講習の受講期間に該当し、10年経験者研修を免許状更新講習として受講希望する者
＊申込方法
① 受講者が管理職に10年経験者研修本登録（３月下旬通知～４月初旬締切）の際に管理職に申し出る。
申し込み手続きは、府立学校管理職または市町村教育委員会が行う（仮申し込み）。
※調査票（様式１）の「免許状更新講習申込」欄に必要事項を入力する。※24時間を一括した申込のみ可（研修ごとの申
込不可）

② 仮申込み後、「申込確認書」を受講者本人が教育センターWebサイトからダウンロードし、必要事項を記入後、
教育センターに提出する。要件を満たしていることで、正式な受講が認められる。

＊受講日の確認

・10年経験者研修は、各校種２班体制で実施。受講者は申込時に、自身の班と研修日を確認しておくこと。

・班は各市町村教育委員会から提出された本登録の記載に基づいて決定しています。

10/12

7/26

6/8～6/21

所属校等での実践

2/10

選択領域 18時間（３時間×６）

選択必修領域 ６時間（３時間×２）

◆免許状更新講習の対象となる研修（24時間）

※免許状更新講習は、全30時間が必要



＊認定試験は「授業づくり 校内の授業改善の推進【検証】」回終了後に実施する予定（12月中に１回のみ認定試験の予備日を設
定する予定）

学校の危機管理・教育課題 （開講式）

ともに学び、ともに育つ・ロジカルシンキング

人権教育の推進について

授業づくり 校内の授業改善の推進 【検証】

授業づくり 校内の授業改善の推進 【理論】

授業づくり 校内の授業改善の推進【実践】

授業づくり（主体的・対話的で深い学びの実現）【理論】

組織づくり 【検証】 （閉講式）

組織づくり（チームビルディング）【理論】

組織づくり（チームビルディング）【実践】

組織づくり（メンタリング）【理論】

組織づくり（メンタリング）【実践】

R４ 高等・支援学校 10年経験者研修
大阪府教育センター10年経験者研修の一部を免許状更新講習の対象研修とすること

所属校等での実践

所属校等での実践

授業づくり（主体的・対話的で深い学びの実現）【実践】

授業づくり（主体的・対話的で深い学びの実現）【検証】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ア
ド
バ
ン
ス
ト
セ
ミ
ナ
ー

所属校等での実践

所属校等での実践

4 /20～5/11 

9/28 10/5 9/28 10/5 

11/9 11/16 11/9 11/16 

2/1 2/8 2/1 2/8

所属校等での実践

所属校等での実践

1/18 1/25 12/14 12/21 

所属校等での実践

研修日程

高等学校 支援学校

１班 ２班 １班 ２班

8 /3～8/24 

6 /8 ～6/21 

7/13 ～7/26 

所属校等での実践

5/18 ～6/1 

＊申込方法

・免許状更新講習の受講期間に該当し、10年経験者研修を免許状更新講習として受講希望する場合、10年経験者研修本登録

（３月下旬通知～４月初旬締切）の際に管理職に申し出ること。各校管理職が作成して大阪府教育センターに提出する受講者名

簿（調査票）の「免許状更新講習申込」欄に、「○」をプルダウンで選択してもらい、免許状授与年月日、修了確認期限・有効期間

の満了の年月日、生年月日、備考欄（免許状に関する延長証明書の有無など）を入力してもらうこと。その後、「申込確認書」を

受講者本人がダウンロードし、必要事項を記入後、教育センターに提出する。要件を見たいしていることで、正式な受講が認めら

れる。 ※24時間を一括した申込のみ可（研修ごとの申込不可）

＊受講日の確認

・10年経験者研修は、各校種２班体制で実施。受講者は申込時に、自身の班と研修日を確認しておくこと。

・班の決定

【高等学校】各学校へ通知したとおり、教科によって班が決定しています。一部教科は本登録調査後に決定します。

【支援学校】各学校から提出された本登録に記載されたとおり、決定します。

6/22 ～7/12 

選択領域 18時間（３時間×６）

選択必修領域 ６時間（３時間×２）

◆免許状更新講習の対象となる研修（24時間）

※免許状更新講習は、全30時間が必要



「10年経験者研修の⼀部を免許状更新講習の対象とすること」を申し込んだ（免許
状更新講習を兼ねる）際の府⽴学校アドバンストセミナー修了に関する10年研校外
研修の一部免除について

アドバンストセミナーA修了

アドバンストセミナーB修了

アドバンストセミナーC修了

アドバンストセミナーD修了

免許状更新講習を兼ねる場合 免許状更新講習を兼ねない場合
免除になる研修 免除となる研修はありません ともに学び、ともに育つ・ロジカルシンキング

アドバンストセミナーBとCどちらも修了

免許状更新講習を兼ねる場合 免許状更新講習を兼ねない場合
免除になる研修 組織づくり メンタリング【実践】

組織づくり 【検証】
組織づくり メンタリング【理論】
組織づくり メンタリング【実践】
組織づくり 【検証】

免許状更新講習を兼ねる場合 免許状更新講習を兼ねない場合
免除になる研修 組織づくり チームビルディング【実践】

組織づくり 【検証】
組織づくり チームビルディング【理論】
組織づくり チームビルディング【実践】
組織づくり 【検証】

免許状更新講習を兼ねる場合 免許状更新講習を兼ねない場合
免除になる研修 組織づくり メンタリング【実践】

組織づくり チームビルディング【実践】
組織づくり 【検証】

組織づくり メンタリング【理論】
組織づくり メンタリング【実践】
組織づくり チームビルディング【理論】
組織づくり チームビルディング【実践】
組織づくり 【検証】

免許状更新講習を兼ねる場合 免許状更新講習を兼ねない場合
免除になる研修 授業づくり 主体的・対話的で深い学びの実現【実践】

授業づくり 主体的・対話的で深い学びの実現【検証】

授業づくり 主体的・対話的で深い学びの実現【理論】

授業づくり 主体的・対話的で深い学びの実現【実践】

授業づくり 主体的・対話的で深い学びの実現【検証】



＊認定試験は「人権教育の推進について」回終了後に実施する予定（10月中に１回のみ認定試験の予備日を設定する予定）

閉講に当たって

R４年度 養護教諭10年経験者研修
大阪府教育センター

＊対象者
免許状更新講習の受講期間に該当し、10年経験者研修を免許状更新講習として受講希望する者
＊申込方法
① 受講者が管理職に10年経験者研修本登録（３月下旬通知～４月初旬締切）の際に管理職に申し出る。
申し込み手続きは、府立学校管理職または市町村教育委員会が行う（仮申し込み）。
※調査票（様式１）の「免許状更新講習申込」欄に必要事項を入力する。
※選択領域18時間分を一括した申込のみ可（研修ごとの申込不可）。

② 仮申込み後、「申込確認書」を受講者本人が教育センターWebサイトからダウンロードし、必要事項を記入後、
教育センターに提出する。要件を満たしていることで、正式な受講が認められる。

10年経験者研修の一部を免許状更新講習の対象研修とすること

選択領域(養護教諭向け） 18時間（３時間×６）

◆免許状更新講習の対象となる研修（18時間）

※免許状更新講習は、全30時間が必要

「教諭」と「養護教諭」の両方の免許状をお持ちの方への注意
※受講対象者のうち旧免許状所持者は、現在就いている職又はこれから就くことを希望している職に対応した講習を受講
する必要があります。
例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持つ現職の養護教諭は対象職種に「養護教諭」を含む講習を30 時間受講
すれば、「教諭」と「養護教諭」の両⽅の免許状を更新できます。

※受講対象者のうち新免許状所持者は、所持する教員免許状の免許種に対応した講習を受講する必要があります。
例えば、「教諭」と「養護教諭」の免許状を持つ者が両⽅の免許状を更新するためには、現在の職にかかわらず、対象職
種に「教諭」を含む講習と「養護教諭」を含む講習を、それぞれ30 時間受講しなければなりません。一つの講習に複数の
対象職種が設定されている場合、当該講習を受講すれば複数の免許状の更新のために使⽤できます。

※講習内容と各職種の職務内容との関わりを事前に吟味してください。
「免許状更新講習の認定申請等要領（令和４年度 第４回以降申請用）令和４年２月文部科学省総合教育政策局教育人材政策課」より

大阪府教育センターの「10年経験者研修の一部を免許状更新講習の対象研修とすること」では、免許状更新
講習として必要となる30時間のうち、18時間分を履修することができます。また、対象職種に「教諭」と「養護教
諭」を同時に含む講習は開設しておりません。

学校の危機管理・教育課題 （開講式）

保健教育に果たす養護教諭の役割

現代的健康課題

学校保健活動の推進を図る保健室経営について

人権教育の推進について

いじめ対応・カウンセリング

4 /20～5/11  

5/27  

7/26a  

7 /26p  

9/21  

2 /10  

研修日程

養護教諭

9 /2～9/16 

※日程の後ろの「a」は「午前」「p」は「午後」を表す


