
※感染症の拡大等による開講状況については、大学コンソーシアム熊本および本学ホームページでご確認ください。

令和３年度　教員免許状更新講習のご案内

尚絅大学・尚絅大学短期大学部では、子どもたちの興味・関心を惹くような教
育現場に関するユニークなエピソードや事例を盛り込みながら、現場の先生方
のニーズに応える講座を提供していきます。

尚 絅 大 学

尚 絅 大 学
短 期 大 学 部

お申し込み期間

お申し込み方法

中学校・高等学校国語教員向け ・・・選択講習1

・・・必修講習4
・・・選択講習8
・・選択必修講習6

主 に 幼 稚 園 教 諭 向 け

大学コンソーシアム熊本ホームページから更新講習Web
予約システムを通じてお申し込みください。

（大学） 令和３年 5 月 17 日（月）～ 6 月 25 日（金）
（短大） 令和３年 5 月 17 日（月）～ 5 月 28 日（金）
※申込み状況によっては、期間よりも早く申込みを締切る可能性があります。

■開講概要

尚絅大学・尚絅大学短期大学部
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令和３年度
尚絅大学・尚絅大学短期大学部における

免許状更新講習の講習内容一覧

主に幼稚園教諭向け

中学校・高等学校国語教員向け　　　※本講座も武蔵ヶ丘キャンパスでの開講となります。

社会の要請に応える教育のあり方Ⅰ

社会の要請に応える教育のあり方Ⅱ

社会の変化に応じた保育方法の在り方

支援のニーズがある子どもと
保護者への対応

幼稚園教育要領と保育・幼児教育

保育実践講座ⅠＡ

保育実践講座ⅠB

社会の変化に応じた保育方法の在り方

支援のニーズがある子どもと
保護者への対応

保育実践講座ⅡA
（保育・造形表現）

保育実践講座ⅡB
（造形表現・幼児期の身体運動）

幼稚園教育要領と保育・幼児教育
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6時間

6時間

6時間

6時間

6時間

柴田 賢一 栗川 直子

栗川 直子 柴田 賢一

二子石 諒太

本吉 菜つみ

柴田 賢一

坂本 健 村上 清英

柴田 賢一 森 みゆき

安村 由希子 栗川 直子

8月 20日（金）

8月 23日（月）

8月 24日（火）
8月 25日（水）
8月 26日（木）

8月 24日（火）
8月 25日（水）
8月 26日（木）

8月 28日（土）

9月４日（土） 選択

開設日 区分 講習名 募集
定員 時間数 午前 午後

開設日 区分 講習名 募集
定員 時間数 午前 午後

曽田 裕司 安村 由希子

片桐 真弓 横山 博之

二子石 諒太 柿原 一貴

二子石 諒太

柴田 賢一

本吉 菜つみ

坂本 健 村上 清英

片桐 真弓 横山 博之

国語の多面性を探る 30選択 6時間 武田 昌憲 畠山 真一8月 20日（金）

※3

※2

※2

※1

※1

柴田 賢一 森 みゆき
※3

6時間40保育実践講座ⅢＡ
（世界の保育政策・音楽表現）



大学３号館

大学４号館

大学２号館

大学５・６号館

大学１号館

館

駐車場

駐車場

駐車場
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武蔵ヶ丘キャンパスについて

※1　　3日間連続の講習になります。3日間全て出席する必要があります。
　　 （一日でも欠席すると、履修の認定はされません。）

※2　　費用は6時間当たり、6,000円です。（18時間講習の場合は、18,000円になります。）

※3　　身体を動かす(激しい動きを含む）講習となりますので、その旨を十分にご理解
　　　とご考慮の上、お申し込みください。

二子石 諒太 柿原 一貴

曽田 裕司 安村 由希子

安村 由希子 栗川 直子

柴田 賢一 栗川 直子

栗川 直子 柴田 賢一

6時間

6時間

6時間

6時間

6時間

60

60

60

40

40

選択

必修

９月11日（土）

９月18日（土）

保育実践講座ⅢＢ
（環境教育・幼児期の身体運動）

保育実践講座ⅣＡ
（音楽表現・障がい児教育）

保育実践講座ⅣＢ
（言葉・子どもの理解）

社会の要請に応える教育のあり方Ⅰ

講習に関する詳細は 尚絅大学　免許更新講習 で検索してください。検 索

1.当日は各講義室前で受け付けを行います。
　必ず、事前に郵送をする整理券をお持ち下さい。
2.車でお越しの方は、キャンパス内の駐車場をご利用ください。
3.武蔵ヶ丘キャンパスの案内地図は、パンフレット裏面に記載してあります。

又は、右記QRコードをスマートフォン等に読み込んでください。
各講習内容の具体的な内容をご確認いただけます。

社会の要請に応える教育のあり方Ⅱ
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5月17日（月）17：30

（KuasSystemから『受講票』をダウンロード･印刷し
 必要事項の記入と顔写真を貼付の上、受講日に持参下さい。）

大学で受講申込書を受付処理後、リコーリースから講習料の振込依頼書（ハガキ）が届きます。

（修了証明書（履修証明書）の発送は、講習開設月の翌月末（9月末･10月末･11月末）を予定しています。）

教員免許状更新講習の受講の流れ
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Kuas Systemの操作については、TOP画面左側の『受講者登録マニュアル』をご覧下さい。

※1　Kuas Systemを通してからの申込みになります。（本学への、直接申込みは出来ません。）

※2　修了確認申請は、必ず修了確認期限の2か月前までに行ってください。

免許状更新講習申し込み方法

操作方法について

Q2 パソコン（インターネット）でしか申込みができないのですか？書類の郵送や持参での申込み
はできないのでしょうか？

A1 免許状更新講習は、受講対象者に該当する方が受講する事ができます。具体的には現職の教員や
過去に教員として勤務した経験のある方、認定こども園、認可保育所で勤務する保育士などです。
詳細については、KuasSystem の TOP 画面左下の各種資料「受講対象者証明一覧」をご確認くだ
さい。※現職の教員ではなく、また教員になる予定もない方は、受講対象者ではありません。

A2 免許状更新講習は、パソコン（インターネット）でのみ申込みが可能となっております。また、
受験に必要な受験票などは、プリントアウトしてご準備をしていただく必要があります。早めの
ご準備をお願いいたします。

Q3 教員免許状を更新する為には、何時間講習を受ければよいのですか？
A3 定められた期間内に教員免許状を更新するには、2年間で30時間以上の講習を受講する必要が

あります。（必修6時間、選択必修6時間、選択18時間）

Q4 募集定員に達した場合、追加で定員を増やす事はありますか？
A4 免許状更新講習は、原則として先着順となっておりますが、定員に達した場合であっても、定員

数を超えて講習を認める事もあります。
受講受入れの可否については、KuasSystemに登録されたメールアドレスへ結果をご連絡します。

Q5 1 つの大学（又は母校）でしか受講できないのでしょうか？
A5 免許状更新講習を開設している大学等であれば、どの地域でも、また複数の大学等で受講しても

差し支えありません。

Q6 免許状更新講習を受講しただけで免許状は更新されますか？
A6 免許状更新講習を受講しただけでは更新手続きは完了しません。講習を受講した後に発行される

履修証明書を添えて、免許管理責任者（各都道府県の教育委員会）に対して期限内に必ず申請
を行ってください。

免許状更新講習におけるQ&A

免許状更新講習は、誰でも受けられるのですか？Q1

熊本コンソーシアム　免許更新 で検索してください。

URL:https://www.kuaskmenkyo.necps.jp/consortium-kumamoto/

検 索
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午前　　8：10～  8：50　受付
　　　　8：50～  9：00　オリエンテーション（各講習の初日のみ）
　　　　9：00～12：10　講習（10分間の休憩時間を含みます。）
昼食　 12：10～13：00
午後　 13：00～16：10　講習（10分間の休憩時間を含みます。）
　　　 16：10～16：30　事後アンケート
　※講習当日は、講習開始 10分前までに受付を済ませてください。
　※講習開始時刻に遅れる場合は、原則として各講習とも講習開始後30分以内に限り受
　　講を認めます。また許可を得ず途中退室された場合は、講習を放棄したものとみなし
　　ますのでご注意ください。

　令和３年度に開講する教員免許状更新講習の実施要領につきまして、以下の
とおりお知らせいたします。

1　講習の開催時間について

①受講票
　「教員免許状更新講習システム（KuasSystem）から様式を出力し、必要事項を記入
　のうえ、顔写真を貼付してください。
　講習当日、本人確認のため必要となりますので、必ずご持参ください。

②筆記用具
　鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、消しゴム等をご持参ください。

③時　計
　講習及び試験時には、携帯電話を使用することはできません。

④その他
　講習によっては、筆記用具以外に持参していただく物があります。
詳細については、各講習のシラバスをご確認ください。
各講習のシラバスについては、本学教員免許状更新講習のWEBサイトに記載しており
ます。（2ページ参照）

2　講習当日の持参について

　試験時間については各講習担当者から指示があります。
また、試験問題については、持ち帰ることはできませんので、ご注意ください。

3　試験について

教員免許状更新講習 受講生の皆様へ
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　受付時及び講習時に受講票の提示をお願いいたします。
当日仮受講票の発行を受けた受講者の方も仮受講票を机上に提示してください。

4　受講票の提示について

　台風等の自然現象、公共交通機関の異常運行、担当講師の急病その他教員免許状
更新講習を開催できない、または開催することが適切でないと本学が判断した場合
は、講習を不開催とすることがあります。
　この場合、受講者が「教員免許状更新講習システム（KuasSystem） に登録され
たメールアドレスに不開催となった旨をお知らせいたします。

5　講習の不開催及び周知方法等について

受講料払い込み後に受講を辞退した場合、原則として、受講料、教材費等は返還しま
せん。ただし、やむを得ない事情と認める場合に限り、受講料を返還します。詳細につき
ましては、教員免許状更新講習システムのトップページ〈各種資料〉「受講料の返還」で
ご確認ください。

6　受講料の返還について

　各講習の最後に事後アンケートを実施しています。このアンケートは本学が集計
し、文部科学省に提出するものですので、必ず事後アンケートにご回答ください。
事後アンケートは講習終了後に実施しますので、試験終了後は受講会場で待機して
ください。

7　事後アンケートについて

　修了（履修）認定は「教員免許状更新講習管理システム（KuasSystem）を通じて、
認定または不認定のみ開示します。
　修了（履修）認定された受講者には、受講日から2か月以内に修了（履修）証明書を
登録された住所に送付いたします。受講後の成績認定については、講習開設月の翌
月末（9月末･10月末）を予定しています。

8　成績認定について

・講習当日は、本学の駐車場を開放いたします。お車でお越しの場合は、係員の指
　示に従い駐車してください。
・施設管理の面から、他の講義室の利用はお控えください。
・講習中に気分が悪くなった場合は、速やかに講習担当者へご連絡ください。

9　その他



武蔵ヶ丘キャンパス

武蔵ヶ丘キャンパス

■お問い合わせ先
尚絅大学・尚絅大学短期大学部
武蔵ヶ丘キャンパス 教務課
〒861-8538
　熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北 2丁目 8番 1号
　TEL（096）338-8840　FAX（096）338-9301
　mail：kyomun@shokei-gakuen.ac.jp

●お車をご利用の場合
【光の森方面から】
　国道 57号線（東バイパス）～
　「弓削」交差点～「弓削跨線橋際」
　交差点から4つ目の信号を左折～
　西に約1.8 キロ

【熊本市街方面から】
　国道 57号線（東バイパス）～
　「新南部」交差点（北バイパス）～
　「麻生田」交差点の次の信号を右折～
　東に約2.4 キロ

●JRをご利用の場合
　JR 熊本駅よりJR 豊肥本線に乗換、
　「武蔵塚駅」下車～徒歩30 分

●バスをご利用の場合
　桜町バスターミナル17番のりば
　熊本電鉄バス「C5」系統
　清水方面行き
　（新地団地経由泉ヶ丘行き、杉並台行き）
　「尚絅大学前」下車すぐ

■アクセスマップ

※当日は、学内駐車場をご利用いただけます。


