
令和３年１月吉日

熊本県教育会館 関係者 各位

一般財団法人熊本県教育会館

理事長 杉田正幸

熊本県教育会館では星槎大学とタイアップし、２０２１年度も教育免許状更新講習をお手伝い・応援します。

関係者にはこのような詳細案内を送付しております。コロナ禍においても安全に受講するいい機会だと存じま

すので、下記案内をご覧の上、お申し込みくださいますようお知らせいたします。

星槎大学教員免許状更新講習のご案内
受講を希望される方は、「FAX 申込み用紙」に必要事項をご記入の上、３月１1 日（木）までに熊本県教育会

館(096-372-3815）へご送信ください。原則として、熊本県教育会館での FAX 受信順に受付を行います。

お申込期間：2021 年 1 月 26 日（火）～2021 年 3 月 11 日（木）

＜お申し込みの手順＞

① 5 ページの申込用紙に必要事項を記入し、表裏を間違えずに、FAX で確実に送信してください。

② 教育会館から星槎大学へ FAX を提出します。そのまま提出しますので、はっきり丁寧にお書きください。

③ 仮登録された方に、４月第２週ごろを目途に星槎大学から「教員免許状更新講習申込書」が送付されます。

その「申込書」に必要事項を記入し、受講料振込控とともに星槎大学へ郵送してください。

  （４月中に星槎大学からの申込書が届かない場合は、熊本県教育会館にご連絡いただくと対応します。）

④ 申込書の到着後、2 週間程度で指定テキストが届きますので期日までにレポートを提出し、所定時期に届

く試験問題に解答のうえ、試験問題を期日までに星槎大学へ返送してください。

1. 受講対象者 【修了確認期限までに講習の受講が義務付けられている者】

2021 年度に実施する更新講習の受講対象者は、基本的に 2023 年 3 月 31 日以前に修了確認期限となる

免許状を有する「現職教員（臨時任用教員、非常勤講師を含む）」です。詳細は下記内容をご確認ください。

【※1】第 2 グループ（2 巡目）、第 3 グループ（2 巡目）に含まれる者は、1 巡目に更新を行った者に限られるこ

とに留意すること。また、現在、休眠状態の免許状を所持する者は随時更新講習の受講が可能であることに

も留意すること。

【※2】新免許状（2009 年 4 月 1 日以降（更新制導入後）に授与された免許状）を所持されている場合は、生年

月日に関わらず、免許状に記載された有効期限の 2 年 2 ヵ月前から有効期限直前の 2 ヵ月前までに免許更

新講習を受講することになります。

（例）2023 年 3 月 31 日が有効期限の場合、2021 年 2 月 1 日～2023 年 1 月 31 日までが受講期間となります。

【注意】個人によって免許状の有効期限・満了日は異なります。必ずご自身でご確認ください。

受講

対象者

免許状の種類
文部科学省

による区分

2021 年度受講対象者

の生年月日
修了確認期限 受講期間

旧免許状
2012．3.31修了確認期

限として更新手続き

を行った者

第 2 グループ

(2 巡目)【※1】

1956.4.2～1957.4.1

2022.3.31
2020.2.1～

2022.1.31
1966.4.2～1967.4.1

1976.4.2～1977.4.1

旧免許状
2013．3.31修了確認期

限として更新手続き

を行った者

第 3 グループ

(2 巡目)【※1】

1957.4.2～1958.4.1

2023.3.31
2021.2.1～

2023.1.31
1967.4.2～1968.4.1

1977.4.2～1978.4.1

新免許状
文部科学省

による区分なし

免許状に記載の有効期限に準拠

下記【※2】を参照。



2. 申請に必要な受講時間数・履修方法

講習修了にあたっては、下記領域合計 30 時間以上の受講が必要となります

A パターン ＜必修・選択必修領域１２時間（通信講習）＞

１．受講料：１４，０００円（テキスト代含む）

２．受講方法

通信教育講習（在宅郵送方式）は、事前にテキストを読んで作成したレポートを提出し、レポートが合格されれ

ば、所定時期にご自宅へ試験問題を郵送します。到着した試験問題に解答・受験し、期日までに本学へ試験

問題を返送し、合格することで必修領域・選択必修領域の 12 時間を修得できます。

※在宅郵送方式については、コロナ禍における 2021 年度限定の特例措置（文部科学省認可）となります。

※試験問題の郵送時期は一律となります。レポートを早期提出した場合も試験問題が早く到着することはあり

ませんので、あらかじめご了承ください。

３．内容 ※履修認定対象職種  教：教諭  養：養護教諭  栄：栄養教諭

領域・時間 講習名称 受講対象者
レポート

提出締切日

試験問題

自宅到着

試験問題

返送締切日

必修

選択必修

12 時間

（通信）

■教育の最新事情

■現代教育の動向と課題

※12 時間まとめての申込となります。

教・養・栄 8/31（火）
9/20（月）

ごろ
9/30（木）

必修・選択必修領域通信講習はテキストを読んでいただき、各領域それぞれ１０００字程度のレポート

を本学に提出してください。

■必修領域 「教育の最新事情」

■選択必修領域 「現代教育の動向と課題」

領域 講習項目 必要受講時間数

必修 全ての受講者が受講する領域 6 時間以上

選択必修
受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員とし

ての経験に応じ、選択して受講する領域
6 時間以上

選択
受講者が任意に選択して受講する領域（現に就いている職に応じて受講す

べき対象職種区分（「教諭」「養護教諭」「栄養教諭」）を決める）
18 時間以上

合計履修時間 30 時間以上

国の教育政策や世界の教育事情、子どもの変化と適切な対応、これからの学校教育の在り方や専

門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実践的な理解を深めることを

目的とする。また、特別支援教育の定義にとどまらず認知科学・行動科学の視点から、読み、書

き、計算、社会的スキル等の合理的な支援を学び、それぞれの現場に応じた支援例を挙げながら、

より実践的な活用方法について講義する。

本講座では、「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的対応の必要性」を取り

扱う。具体的には、各種報道・世論調査・統計などの客観的・具体的材料を的確に読み解き、適

切に活用し、相互作用的にコミュニケーションする資質能力の向上について、及び近年のめまぐ

るしい状況変化に伴い教員個人のみならず組織的な対応の方法について考察する。



B パターン ＜選択領域１8 時間（通信講習）＞

１．受講料：２０，０００円（テキスト代含む）

２．受講方法

通信教育講習（在宅郵送方式）は、事前にテキストを読んで作成したレポートを提出し、レポートが合格されれ

ば、所定時期にご自宅へ試験問題を郵送します。到着した試験問題に解答・受験し、期日までに本学へ試験

問題を返送し、合格することで選択領域の 18 時間を修得できます。

※在宅郵送方式については、コロナ禍における 2021 年度限定の特例措置（文部科学省認可）となります。

※試験問題の郵送時期は一律となります。レポートを早期提出した場合も試験問題が早く到着することはあり

ませんので、あらかじめご了承ください。

３．内容 ※履修認定対象職種  教：教諭  養：養護教諭  栄：栄養教諭

領域・時間 講習名称 受講対象者
レポート

提出締切日

試験問題

自宅到着

試験問題

返送締切日

選択

18 時間

（通信）

■発達障害のある児童・生徒への支

援教育
教・養・栄 8/31（火）

9/20（月）

ごろ
9/30（木）

選択領域通信講習はテキストを読んでいただき、１６００字程度のレポートを本学に提出してください。

■選択領域 「発達障害のある児童・生徒への支援教育」

国の教育政策や世界の教育事情、子どもの変化と適切な対応、これからの学校教育の在り方や専

門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実践的な理解を深めることを

目的とする。また、特別支援教育の定義にとどまらず認知科学・行動科学の視点から、読み、書

き、計算、社会的スキル等の合理的な支援を学び、それぞれの現場に応じた支援例を挙げながら、

より実践的な活用方法について講義する。



諸注意事項≫ ※必ずお読みいただき、ＦＡＸアンケートの了承欄に☑をつけてください。

＜お申込みに際して＞

・学校、都道府県によって、申請時期（提出期限）が違いますので、ご自身の申請時期（教育委員会への提出期限）をご確認の

上、講習をお申込みくださいますようお願い致します。

・ご自身の受講期間をご確認の上お申込ください。選択講習は受講対象職種をご確認の上お申込ください。

＜今後の流れ＞

・データ入力し「免許状更新講習受講申込書」を作成し、ご自宅へ郵送いたします。

・ご自宅に「免許状更新講習受講申込書」が到着した後は、諸注意・記入例に従って書類を完成させ、申込書郵送期限までに、本

学へご返送ください。本学が受領した時点で「申込確定」となります。

＜通信方式をご予約の方＞

・学修期間は 4/18 からです。教材は申込書の手続きが完了次第、順次発送予定です。

・レポートを最終締切日までに提出して頂き合格されませんと、修了認定試験が受けられません。（詳しくは申込確定後に郵送に

なる「受講の手引き・学修指導書」をご覧ください。）

・会館を通して申し込みを行う場合は、必修領域・選択必修領域合わせて 12 時間の受講のみ受け付けています。

必修領域または選択必修領域のみの受講を希望される方は、直接星槎大学へとお申し込みください。

＜修了認定試験について＞

・通信講習（在宅郵送方式）は、指定時期にご自宅へ郵送された試験問題に対して、返送期日までに回答・返送をいただく形とな

ります。なお在宅郵送方式による修了認定試験はコロナ禍における 2021 年度内限定の特例措置（文部科学省認可）となりま

す。2022 年度以降の特例措置継続については不明となりますので、あらかじめご了承ください。

・試験にテキストやノート、レポート等資料は持ち込み・閲覧が可能ですが、電子機器（パソコン・電子辞書・携帯電話）の持ち込

み・閲覧は不可となります。

＜履修証明書について＞

・修了認定試験合格者には、試験日から約 1～2 か月後に「成績通知書」と「履修証明書」がお届け頂いているご住所に郵送され

ます。不合格の場合には「成績通知書」のみが郵送されます。再受講をご検討ください。

・同日（試験問題返送締切日）に試験を受けられた方の答案がまとめられ、一斉に採点・発送作業を行います。個別採点・履修証

明書の個別発送は受け付けておりませんので、履修証明書到着日程とご自身の申請期限を確認の上、余裕をもった講習日の

ご予約をお願い致します。

＜講習予約取消となる場合＞  ※一度入金された受講料は、ご返金できませんのでご注意ください。

・お申込書を期限内に教員免許状更新講習センターにご郵送頂けない場合

・通信講習でレポートを期限までに提出頂けない場合

・講習当日、試験当日に遅刻や欠席をされた場合

＜キャンセル待ちについて＞

・講習予約のキャンセル待ちは行っておりませんので、ご了承ください。

＜キャンセル（辞退）について＞

・講習を辞退される場合は、必ずお電話にてお申し出ください。なお、申込確定後の受講料返金は出来ませんのでご承知おきく

ださい。

＜講習振替（変更）について＞

・ご予約頂いた講習の振替（変更）は行っておりません。変更をご希望の場合は、一度お申込み頂いた講習をキャンセルし、

新たにお申込み頂く必要があります。再度受講料がかかります。



2021 年星槎大学教員免許状更新講習
（返信先）熊本県教育会館 FAX 096-372-3815

【個人情報記入欄】  ※記入漏れのないようにご記入ください。

ふりがな

お名前（漢字）
受講番号

※この欄は記入しないでください
性

別
□男 □女

連絡のつき易い

電話番号

（□携帯 □自宅 □勤務先）

生年月日
西暦        年    月    日

（昭和・平成        年）
住所

〒    -     （申込書・手引き・履修証明書など全ての郵送物をこちらにお届けいたします。）

都・道

府・県

免許状更新受講期間外の方は右枠にご記入ください □延期申請済（申請後の修了確認期限 西暦      年    月    日）  □講師登録済  □その他（            ）

所持する免許状の

種類（複数可）

□教諭  □養護教諭  □栄養教諭

（栄養教諭の方のみ：授与日 西暦     年  月  日）

所持する免許状の

学校種（複数可）

□幼稚園   □小学校   □中学校   □高等学校

□中等教育学校   □特別支援学校   □その他

所持する免許状の種類
どちらかを選んでください

   （  □ 旧免許状  □  新免許状 ）
旧免許状の方は修了確認期限・新免許状の方は有効期限の満了日をお書きください   

（  西暦 20     年    月    日  ）

※下記、①～④欄は一つだけにご記入（証明者記入欄に証明してもらう機関）ください。

現職教員の方

(①)

① 幼稚園・小学校・中学校・高等学

校・中等教育学校・特別支援学校

に勤務されている方

幼稚園名・学校名

管轄教育委員会都道府県（           ）

現在の職名

□教諭 □養護教諭

□栄養教諭 □その他

現在の学校種

□幼 □小 □中 □高

□中高 □特支 □その他

担当教科

現職が教員ではない方

（② ③ ④）

② 教員内定者・教員として、任命また

は雇用される（見込みのある）方

名簿登録先（教育委員会名）

全ての方、どちらかひとつの□を塗りつぶしてください。

諸注意（別紙）をご了承いただけましたでしょうか？

□はい  □いいえ

③ 教員勤務経験者
元勤務先の幼稚園名・学校名 大学記入欄

④ その他
機関名

【申込講習】 希望の講習に☑を入れてください

□A＋B 日程

<通信：必修 6h/選択必修 6h> ＋

<通信：選択 18h>   計 30h セット

下記 A・B を参照

在宅郵送方式

通信教育講習
試験返送締切日 2021/9/30

□A日程 <通信：必修 6h/選択必修6h> 計 12h
【必修】教育の最新事情

【選択必修】現代教育の動向と課題

□B 日程 <通信：選択 18h>  【選択】発達障害のある児童・生徒への支援教育

   

FAXアンケート 締切  3 月 11 日（木）


