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1．システムへアクセスする

山口学芸大学ホームページは下記アドレスを入力するとトップページが表示され
ます。

山口学芸大学ホームページ http://www.y-gakugei.ac.jp

※山口学芸大学ＨＰトップは変更になる場合があります。
<トップページ>

山口県内大学連携 教員免許状更新講習ガイドが表示されます。

山口県内大学連携 教員免許状更新講習ガイド
http://www.y-gakugei.ac.jp/koushin/

<トップページ>

③教員免許状更新講習システムを
クリックします。

中国・四国六大学 教員免許状更新講習システムが表示されます。

中国・四国六大学 教員免許状更新講習システム
http://www.kousinkousyu.jp/chuusi-u/l/

※こちらのシステムは受講者ＩＤの取得、講習の検索、
講習の申込等ができます。

<トップページ>

システムの稼働時間は６時から２７時までです。
（但し、予約最終日については24時）
受講のお申し込み等は、その時間内に行ってください。
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①画面右上
「地域連携」
をクリックします。

②「教員免許状更新講習」
をクリックします。



２．受講者ＩＤを取得する（初めての方）

①画面左上「利用申し込みはこちら」
をクリックします。

※１０年前に受講された２巡目の受講者も、新規で受講者ＩＤを取
得してください。

②利用規約の内容をご確認の上、
「同意する」をクリックします。
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受講者情報登録画面が表示されます。
受講者基本情報を入力または選択してください。（*印は必須項目です。）

住所は必ず２段で
入力してください。

現在勤務されていない場合は教諭として
の受講資格の証明先を入力します。
例）山口県教育委員会

・修了確認期限の延長を受けている方
等その他何かあれば入力してください。
・障がいを有している方で、受講上の
配慮を希望される場合等は入力してく
ださい。

続けて、現有免許状を入力してください。
なお、旧免許状をお持ちの方は免許状の名称が変更されています。
次ページの表を参考にして対応する新名称に読み替えてください。

枠内は半角英数字で入力してください。
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(例)○年○月○日まで修了確認期限の延長を受けている など

注）受講対象者の区分について

・教育委員会や学校法人などが作成した臨
時任用（または非常勤）教員リストに登載されて
いる方→「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」を選んでください。

注）



必ず、「授与年月日」を入力
して下さい。

新免許状をお持ちの方は、
必須入力となります。

複数免許をお持ちの方や
新しく免許を取得した場合は
「追加」をクリックし、行を
増やしてください。

旧免許状 現行免許状

幼稚園教諭一級・二級普通免許状 幼稚園教諭一種・二種免許状

小学校教諭一級・二級普通免許状 小学校教諭一種・二種免許状

中学校教諭一級・二級普通免許状 中学校教諭一種・二種免許状

高等学校教諭一級普通免許状 高等学校教諭専修免許状

高等学校教諭二級普通免許状 高等学校教諭一種免許状

養護教諭一級・二級普通免許状 養護教諭一種・二種免許状

特別支援学校教諭一種・二種免許状（知的障害者領域）

特別支援学校教諭一種・二種免許状（肢体不自由者領域）

特別支援学校教諭一種・二種免許状（病弱者領域）

盲学校教諭一級・二級普通免許状 特別支援学校教諭一種・二種免許状（視覚障害者領域）

聾学校教諭一級・二級普通免許状 特別支援学校教諭一種・二種免許状（聴覚障害者領域）

養護学校教諭一級・二級普通免許状

※高等学校「社会」をお持ちの方は「地理歴史」と「公民」に読み替えて、２行で入力
してください。

種類 教科または領域

高専修　 地理歴史

高専修 公民

高一種 地理歴史

高一種 公民

更新講習システム

高等学校教諭一級普通免許状
（社会）

高等学校教諭二級普通免許状
（社会）

旧免許状
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※修了確認期限・有効期間の満了の日の延長を申請されてい
る場合は、延期された年月日を手修正してください。

④入力が完了したら「確認」
をクリックします。

③現有免許状一覧を入力したら
「期限を取得」をクリックします。

⑤入力内容に誤りがなければ
「登録」をクリックします。



「受講者ＩＤ」「メールアドレス」「パスワード」はログイン時に必要と
なりますので必ず控えをとり、大切に保管してください。

※１０年前の修了確認期限で更新手続きを行い、２巡目の修了確認期限を
迎えられる方は、新規で受講者IＤを取得してください。

※受講者ＩＤを複数取得することは、ご遠慮ください。

利用申し込みが完了すると、登録していただいたメールアドレスに
【利用申込完了】のメールが届きますので、ご確認ください。

メールアドレスに間違いがある場合は、メールは届きません。
また、迷惑メール対策などで、「メールの受信/拒否設定」が設定してあ

る場合、指定した宛先からしかメールが受信できない場合があります。その
場合は「koushinkousyu@y-gakugei.ac.jp」からのメールが受信できるよ
うに設定をしてください。

利用申し込みが完了し、受講者ＩＤが発行されました。
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３．システムにログインする

①受講者ＩＤ
②メールアドレス
③パスワードを入力し
※すべて半角英数で入力してください。

④「ログイン」をクリックします。

ログインしました。
画面上部には受講者情報が表示され、「ようこそ、○○ ○○様」と表示されます。

※終了する時は、画面上部の「ログアウト」をクリックしてください。
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3

通常のシステムの稼働時間は6時～27時までです。
3時～6時の間はメンテナンスのためご利用できません。



４．講習を検索する

①ログインした状態で「更新講習検索」
をクリックします。

④「講習名」をクリックすると
詳細が表示されます。

②講習開設者「山口学芸大学」
検索対象「予約受付前の講習」または「予約受付中の講習」を選択します。

※検索対象は複数選択可

③ ②を選択したら「検索」をクリックします。

ステータスは、講習の現在の状態を表示します。
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。
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５．受講申込(予約申込)をする

予約受付中の講習が一覧表示されます。

①更新講習検索条件入力画面
で「予約受付中の講習」を
選択します。

<更新講習検索画面>

②「検索」をクリック
します。

③「講習名」をクリックすると
詳細が表示されます。
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講習情報が表示されるので、内容を確認してください。

④こちらをクリックし、シラバスを
確認してください。

【主な受講対象者】は、講習内容に照らして想定さ
れる校種・教科を示しています。受講を制限するた
めのものではありませんので、対象以外の校種・教
科の方も受講することは可能です。(異なる校種・教
科の講習へお申込みの際は、あくまでも示している
対象向けの講習内容であることをご理解のうえお申
込みくださるようお願いします。)
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【履修認定対象職種】 (選択領域に限る）は、教諭の職にあ
る方は「教諭」、養護教諭の職にある方は「養護教諭」を含
む講習を受講することが必要です。栄養教諭の職にある方は
「栄養教諭」を含む講習を受講することが必要です。対象職
種（免許種）に該当しない講習を受講しても履修認定をうけ
られませんのでご注意ください。

選択領域の受講のしかたについて
選択領域の受講のしかたは、旧免許状と新免許状で異なりますのでご注意ください。

旧免許状（平成21年3月31日までに授与された免許状）の場合

現在の「職」(教諭、養護教諭または栄養教諭の職)に応じた講
習を受講してください。

新免許状（平成21年4月1日以降に授与された免許状）の場合

更新する「免許状」(教諭、養護教諭または栄養教諭の各免許
状)に応じた講習を受講してください。



受講申込規約画面が表示されるので、規約を確認してください。

⑥「同意する」をクリックします。

講習予約申込確認画面が表示されるので、再度内容を確認してください。

⑦「予約確定」をクリックします。

以上で予約は完了し、【受講申込完了】のメールが届きます。
予約が完了したら、事前アンケート（P.１２）の入力をお願いします。

※受講申込書は申込期間終了後、山口学芸大学から送付しますので、各自
で印刷する必要はありません。
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⑤受講を希望の場合は、
「予約する」をクリックします。



６．事前アンケートを登録する

①「申込内容を見る」
をクリックします。

<システムにログインした状態の画面>

②(例)「【選択】楽しい造形表
現の可能性（絵画あそび）」を
クリックします。

④「事前アンケート登録」
をクリックします。

⑤ここに入力してください。

⑥ここに入力してください。

⑦「確認」をクリックします。

⑧「登録」をクリックします。

以上で、事前アンケートの登録は完了です。
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③講習情報が表示されます。



７．キャンセル待ちについて

定員に達し次第、申込は自動的に締め切られますが、申込期間中はキャンセル
待ちができます。
更新講習検索画面から講習情報を表示してください。

①「キャンセル待ち」
をクリックします。

登録していただいたメールアドレスに、【キャンセル待ち完了】のメールが
届きます。
以後、申込期間中にキャンセルが発生すると、【キャンセル発生通知】の
メールが届きますので、P９-１１の手順で受講申込を行ってください。

※キャンセル待ちの受講申込も、先着順となります。
申込期間が終了すると同時に、キャンセル待ちも終了します。
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8．受講者情報を変更する

登録した受講者情報に変更がある場合は、システムを通して登録し直すことが
できます。

<システムにログインした状態の画面>

受講者登録情報照会画面が表示されます。

以上で、受講者登録情報の変更は完了です。

①「登録利用情報照会」
をクリックします。

②「変更」をクリックします。

③変更箇所を訂正、入力してください。

④「確認」をクリックします。

⑤「更新」をクリックします。
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氏名・住所を変更された場合は、大学担当者へお知らせください。



9．パスワードを変更する

登録したパスワードを変更したい場合は、システムを通して登録し直すことが
できます。

<システムにログインした状態の画面>

以上で、パスワードの変更は完了です。
※パスワードを忘れてしまった場合は、山口学芸大学までお問い合わせください。

①「パスワード変更」
をクリックします。

②現在のパスワードを入力
します。

③新しいパスワードを入力します。

④「更新」をクリックします。
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10．受講をキャンセルする

（１）予約申込期間中のキャンセル
更新講習検索画面から講習情報を表示してください。

①「受講キャンセル」
をクリックします。

登録していただいたメールアドレスに、【キャンセル発生】のメールが届き
ます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

山口学芸大学学生部教員免許担当
〒754-0032

山口市小郡みらい町一丁目7番1号
TEL：083-972-3288 FAX：083-972-4145

月～金曜日（土日,祝日を除く）８：30～17：00

E-mail：koushinkousyu@y-gakugei.ac.jp

１1．お問い合わせ先
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（２）予約申込期間終了後のキャンセル
予約申込期間終了後は、受講者側でのキャンセル操作ができません。
受講を取り消す場合は、受講辞退届を郵送・ＦＡＸ・メールにて、提出して
下さい。郵送の場合は消印日、FAX及びメールの場合は送信日を受理日とし
ます。

年 月 日

教員免許状更新講習受講辞退届
山口学芸大学 殿
氏 名 ：
受講者ID：
下記の講習科目の受講を辞退したいので、お届けします。
講習名：
開設日：
理 由：


