
高知大学 学務課 教員免許状更新講習係 
℡ 088-844-8978/8176 （電話の受付時間 ： 月～金の平日 8：30～17：15 ） 

 
http://www.kochi-u.ac.jp/outline/other/menkyo_koshin/ 

E-mail : koushin@kochi-u.ac.jp 
  

教員免許状更新講習 

システム入力マニュアル 
（平成２６年度版） 

 

システム稼動時間 6：00～24：00  
 
 
 
  
 

※受講者情報の変更方法は、P16-P17に記載されています。 



② 画面リストの中から｢教員免許状更新講習」を選んでクリック 

●  ① トップページ上部の                      をクリック 

● もしくは、 トップページ左下のバナーの中から下図のバナー  
  をクリック（バナーは数秒ごとに入れ替わります） 

（ トップページ左下の               をクリックし、 

 
  バナーリンク一覧から上図のバナーをクリックでも可 ） 

１ 

高知大学のホームページ（トップページ）から 
「教員免許状更新講習のページ」への入り方 



更新講習システムトップ
ページ画面で「利用申し込
みはこちら」をクリックし
ます。 

１.受講者登録 
（受講者IDの取得） 

受講者登録案内画面で利用
規約と個人情報取扱リンク
先を確認し、「同意する」
をクリックします。 

受講者IDを取得されていな
い方は、入力しないでく
ださい。 

２ 



○ 受講者情報登録画面 

受講者情報登録画面で受講
者基本情報を入力し、「確
認」をクリックします。 

３ 

ログインパスワードはご自身
で決めて登録してください。
登録したメールアドレス・ロ
グインパスワードは、システ
ムを利用する際必ず必要とな
りますので、メモするなど保
管してください。 
 

住所は県名から後を２段にな
るように入力してください。 

現職の教員でない方は、 
勤務先入力の仕方を本学ま
でお問い合わせください。 

修了確認期限を延期されている方
や、障がいを有する方は、この備
考にその旨を入力してください。 

期限延期していなければ
2015/03/31もしくは
2016/03/31です。 

免許状の欄が足りない場
合は追加をクリックして
ください。 

  今年度修了確認期限者 

 携帯のメールアドレスも可
です。本学からのメール
(koushin@kochi-u.ac.jp)を受信
できるように携帯の設定をし
てください。 
 メールで連絡することがあ
りますので、ご自宅や使用可
能な勤務先（学校）のパソコ
ン、携帯のうち、メールを確
認しやすいアドレスをお選び
ください。 
 
  

26年度末が修了確認期
限の方はチェックを入
れてください。優先予
約日に予約できます。 



○ 受講者情報登録画面 
  幼稚園教諭免許状を保有する 
  保育士の方へ 
 

受講者情報登録画面で受講
者基本情報を入力し、「確
認」をクリックします。 

４ 

ログインパスワードはご自身で
決めて登録してください。登録
したメールアドレス・ログイン
パスワードは、システムを利用
する際必ず必要となりますので、
メモするなど保管してください。 

 

保育士の方は「教員採用内定者・
教員採用内定者に順ずる者」を 
選択してください。 

現職の教員でない方は、 
勤務先入力の仕方を本学ま
でお問い合わせください。 

修了確認期限を延期されている方
や、障がいを有する方は、この備
考にその旨を入力してください。 

期限延期していなければ
2015/03/31もしくは
2016/03/31です。 

免許状の欄が足りない場
合は追加をクリックして
ください。 

  今年度修了確認期限者 

 携帯のメールアドレスも可です。
本学からのメール(koushin@kochi-
u.ac.jp)を受信できるように携帯の

設定をしてください。 
 メールで連絡することがありま
すので、ご自宅や使用可能な勤務
先（学校）のパソコン、携帯のう
ち、メールを確認しやすいアドレ
スをお選びください。 

 
  

26年度末が修了確認期
限の方はチェックを入
れてください。優先予
約日に予約できます。 

教員採用内定者 ・教員採用内定者に順ずる者 

横浜市○○○保育園 



登録内容を確認し、「登
録」をクリックします。 

入力内容を訂正する場合は
「戻る」をクリックし、受
講者情報登録画面へ戻りま
す。 

「登録」のボタンが出てい
てない場合は、上部に赤字
でエラーメッセージが出て
いますので訂正し、再度
「確認」をクリックしてく
ださい。 

○ 受講者情報登録確認画面 

５ 



7 

受講者IDは、メールアドレス・ログ
インパスワード同様にログインの際
必ず必要となりますので、メモする
など保管してください。 

 CSJのみ英字の
大文字です。 

○ 受講者情報登録完了画面 

続けて講習を予約する場合
は「続けてログイン」をク
リックします。 

 
２.講習を予約する 

ログイン後は、メニュー画
面が変更されます。 

更新講習検索をクリックし
ます。 

 

※１ 申込先の大学により受講申込書の印刷方法が異なります。各大学のホームページ、又は、システム操作マニュアル等でご確認ください。 
    １つの講習につき１枚の受講申込書が必要な場合は、選択のチェックを１つだけ付け、受講申込書印刷ボタンをクリックしてください。  

14CSJ12345 

６ 



 ○ 講習検索画面 

講習の検索を行ってくださ
い。全ての欄を入力しなく
ても検索可能です。 

  

専門科目の欄を入力すると、
目的の講習検索が難しい場
合があります。空欄のまま
での検索をお勧めします。 

高知大学が開講する
講習を検索する場合
は、必ず高知大学を
選択してください。 

開催日程を入力し検索
してください。 

会場地域選択・フリー
ワードは空欄のままで
検索してください。 

 

受付中にチェック
をしてください。 

７ 

さらに、日程等でより詳しく検索
したい場合には、ここをクリック
してください。 



○ 更新講習検索結果一覧画面 

受講を希望する講習名を選
択しクリックしてください。 

 ○ 講習情報画面 

対象職種に該当するか、
ご確認ください。 

受付中のみ予約可能です。 

「予約する」をクリックし
てください。 

８ 



 ○ 受講申込規約画面 

申込規約を確認し、「同意す
る」をクリックします。 

 ○ 講習予約申込確認画面 

講習基本情報と講習開催情報
を確認し、「予約確定」をク
リックします。 

９ 



 ○ 講習情報画面 

「受講キャンセル｣は予
約当日のみ可能です。 
翌日以後キャンセルの場
合は、本学までお問い合
わせください。 

「事前アンケート登録」
をクリックし、入力画面
に進んでください。 

１０ 



 ○ 事前アンケート登録画面 

入力後、｢確認｣をクリッ
クしてください。  
「事前アンケート」は1
講習ごとに入力が必要で
す。 
設問ごとに50文字以内
で入力してください。 

入力 

入力 

入力 

入力内容再確認後「登
録｣をクリックしてくだ
さい。  

「事前アンケート」（課題意
識調査）は担当講師が事前に
参照し、講習内容に反映でき
るよう努めますので、入力を
お願いします。 

確認 

確認 

確認 

１１ 



「受講申込書印刷」をクリッ
クし、1講習につき１枚の受
講申込書を印刷してください。 
ログイン後のページからも印
刷は出来ますが、その場合は
選択のチェックを必ず一つず
つ付けて印刷してください。 

 受講申込書に顔写真の添付、認印の押印、勤務先学校長等による証明(公印)のうえ、 
 

       証明者記入例：       平成26年○月○日    高知県立○○高等学校 

                              校長  高知 太郎  
 

受講予約受付期間最終日の翌日17時必着で下記の住所まで送付してください  
（返信用封筒は必要ありません）。未着の場合は、確認連絡をいたします。 
 

                受講申込書の送付先：〒780-8520  高知市曙町2-5-1 
                             高知大学学務課教員免許状更新講習係 
 

 システムのステータス欄で、申込書と入金の 【未】の表示は、募集期間終了後に申込書確認作業
が終わりましたら、「受講決定完了」通知メールが配信され、【済】に変わります。不備という

意味ではありません。             ◎次ページで受講料振込についても記載しています。 

 ○ 講習情報画面 

続いて別の講習を申し込まれ
る方は「更新講習検索」をク
リックし、同じ行程で入力操
作を行ってください。 

公印 

１２ 

 
３.受講申込書の送付 



 受講料は下記①・②のどちらかの方法で振り込んでくだ
さい。本学から振込依頼書は郵送しませんのでご注意く
ださい。 

   
 

    必修領域 １講習  12,000円  
           選択領域 １講習    6,000円×講習数 
 

  予約できた講習の合計金額を、受講予約受付期間最終       
日の翌日17時までにお振り込みください。期限に未入金
の場合はキャンセルされたとして処理いたします。入金
がシステムに反映されるには、数日かかります。 
振込手数料は受講者負担です。 
 

 ①ＡＴＭで振り込む場合 
振込者（受講者本人）のお名前の前に、必ずＩＤ番号の
「下４桁の数字」を入力してください。（入金確認のため
必要です。） 

 

             
 
 
   
 

 ②募集要項の最終ページにある振込依頼書（コピー可）を使用 
  する場合、右図をご参照ください。金融機関（ゆうちょ銀 
  行・郵便局を除く）でお振り込みください。 

ＩＤ番号の下４桁の数字 

受講者ご本人のお名前 

予約した講習の受講料合計金額 
（手数料は受講者負担です。） 

１３ 

募集期間終了後、入金と申込書
の確認作業が終わりましたら、
「受講決定完了」通知メールを
配信します。 
受講票や連絡事項は、講習日ご
とに順次郵送します。 

 
４.受講料の振り込み方法 

受講料振込金額 

振込先 高知銀行 朝倉支店 

口座番号 普通預金 ３０００５２８ 

振込名義 コクリツダイガクホウジンコウチダイガク 
国 立 大 学 法 人 高 知 大 学 



５.受講者 ＩＤ の取得済者 
  がシステムを 
  利用する場合 

受講者ID・メールアドレ
ス・パスワードを入力後、
ログインをクリックして
ください。  受講者IDは半角で、そのうち「CSJ」のみが英字の大文字です。 

(「Shift」を押しながら「CSJ」と押すと大文字で入力できます。) 

 ※ ログイン後に講習の予約をする場合は、P5 の 「２.講習を予約する」 の手順で入力してください。 

１４ 

◎ キャンセル待ち予約 
     について 

予約受付期間中、定員に達し
た講習について「キャンセル
待ち」ができます。 
希望の方は講習開催情報の
「キャンセル待ち｣をクリック
してください。 
 
キャンセルが発生する度に
「キャンセル発生通知｣のメー
ルが届きます。 



一番最初に「予約確定」
を入力できた方のみが予
約完了となります。 
受講申し込みは先着順に
なります。 

※受講申込はP.7～の手順に従い入力してください。 解除したい場合は、
「キャンセル待ち解除」
をクリックしてください。 

１５ 

通知メールが届き次第、
システムにログインし、 
「キャンセル待ち講習を
見る」欄の講習名をク
リックし、講習開催情報
の「予約する｣をクリック
してください。 



６.登録した情報の 
  変更方法 
  

「変更」をクリックします。 
 

受講者メニュー画面（ログ
イン後）の「登録利用情報
照会」をクリックします。 

１６ 



変更部分を入力し、
「確認」をクリック
します。 

訂正部分を確認し、
「更新」をクリック
します。 １７ 

26年度末が修了確認期
限の方はチェックを入
れてください。優先予
約日に予約できます。 
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