
教員免許更新制に関する実態調査集計結果   

鹿児島県教職員組合 
 
1 調査の目的 

 ・本年 4月から本格実施になった教員免許更新講習の問題点を把握し、廃止を展望した

闘いと同時に当面の課題解決に向け、今後の文科省交渉や日政連議員との連携、県教

委交渉、大学との協議などに生かす。 

2 調査対象 

 ・各支部が把握している該当者のみ 

3 調査期間 

・各支部から 8 月の中旬までに該当者に直接手渡しするか、学校または自宅に使送便

や郵便で送る。 

4 回収方法（本部締め切りは、9月 4日） 

・対象者から支部→支部から本部へ(直接・郵送) 

   ・対象者から本部へ直接ファックスで送る又は、郵送する 

 
 

自由記述欄まとめ 

 
 ※項目の頭の数字は、アンケート集約時の整理番号 
1 受講の申請・手続きについて 
1 ネットの操作でパスワードがうまく入らなかったりして、かなり時間がかかった。しかし、シ

ステムは良くできていると思う。 
2 教育センターでの受講であったので、パソコンを使う等の面倒な手続きはなく、郵送による手

続きであった。それに伴う写真代や郵送代などはもちろん自費であった。 
4 昨年度、予備講習ではパスワードの取得が 3 日がかり。大変だった。 
5 インターネットを利用しないといけないので、申請手続きが面倒・不便。インターネットを自

宅につないでいない人は、困ると思う。 
6 インターネットでの申請なので手続きが面倒だし、早めに手続きをしないと定員がいっぱいに

なってしまう。 
8 インターネット回線が整っていない方は大変だと思う。 
9 前もってＩＤナンバーを取得していたので、鹿大のＨＰを開くと 5/7 から申請開始とあり、「ま

だ先だなー」と安心し、5/7 に申請しようとすると 200 人の受講定員に対し、もう、199 人の申

込みがあってびっくり、あわてて申請しました。夏休み中の「必修」講義が少ないので集中した

のだったと思います。できればふやした方がいいと思いました。 
10 10 年目研修と離島勤務者特例の受講の違いがわかりにくかった。 
・申請書の作成と返信用封筒の準備が面倒だった。 
・申し込んでから決定通知（受講可能）が届くまで時間がかかった。 



11 パソコンの申込み手続きが面倒。1 人ではできない。（パソコンに詳しくない人はできないの

ではないか？） 
12 インターネットのみの申請で慣れないものは大変。 
13 カラーの手引きがあったので、昨年の予備講習手続きよりはわかりやすかった。ただ文字も大

きくはなく、パソコンをあまり使わない人（インターネットをしない人は特に）には大変かも。 
・申請したら提出書類をダウンロードして、振込みも 1 週間以内だったのでゆとりがない。振込み

は銀行だけなので時間がとれない。 
14 大変そうに思われたが、意外と簡単であった。 
15 受講希望の大学とすべてインターネットでした。学校のパソコンで手続きをしたので時間的に

余裕がなくあせりました。また、インターネットの不具合で大学とつながらず、また、講座の内

容など大学のホームページにつながないと確認できず、時間的に余裕がなく大変でした。 
18 インターネット環境は自己負担であり、個人のメールアドレスでしか申込みができないという

制度自体がおかしい。 
19 インターネットの手続きで簡単でよかった。（中には戸惑った方もいらっしゃったが） 
20 受講申込み受付開始日が平日だったので、年休をとろうかとも思っていたが、管理職の配慮で

少し授業を抜けさせてもらって早めに申込みができてよかった。各学校でその辺りはまちまちなの

ではないか。 
21 管理職がノータッチだったので、とりあえず 5/7 に 3 時間かけて学校から鹿大の講座予約をし

た。あとで、パワーアップと兼ねられるという公文はないのかとしつこく聞いて、遅れて出して

きて本当に兼ねられるかどうかを確実に確認をして予約をキャンセルした。 
22 私の場合は、教務主任(少人数加配)が偶然同期で空き時間を利用して私の分まで申込みをして

くれたので間に合った。しかし、学級担任をしながら、今回のような申込み方法であれば、手続

きはかなり困難だったと思う。(自習をさせてでもパソコンに向かわなければ、すぐに定員オー

バーになり間に合わなかったと思う。) 
23 これほど心臓に悪いものはありません。パソコンの調子が悪く受付開始日が、あろうことか支

部教研とも重なり往生しました。ネットで申し込んでから、更に文書を郵便で送るという複雑な

方法も理解に苦しみます。さんざん苦労して申し込んでしばらくしてから「新たに講座が追加さ

れました」という通知にはがつかりきました。開講されず変更した方もいたようです。 
24 申請・手続きが忙しい時期に余裕がない。もう少し方法を考えてほしい。免許法認定講習のよ

うにできないものか。 
25 パソコンでとても便利そうですが、実際は勤務時間内で、すぐにはつながらないし、先着順だ

とタイミングによっては、待ちの状況になる。その上でパソコンで手続き後、入金しないとした

ことにならず、それも（1 週間以内）入金に行く時間が見つけにくく、とても大変であった。 
26 面倒である。 
28 普段あまりインターネットを使わないので、インターネットでの申請・手続きに手間取りとて

も大変だった。今後も、この制度を続けるのであれば、インターネット以外での申請手続きも取

り入れるべきではないかと思います。（個人でインターネットをひいていない人もおり、困った

という声も耳にしました。） 
29 ＦＡＸのやり取りで簡単に行えた。（大隅少年自然の家） 
・募集時期が遅かった。（7/28 付けの公文で 7/31 申込み締め切り 開催日は 8/16～18） 



30 インターネットということで申込みが殺到しそうであわてた。勤務中に授業の合間（休み時間）

に申請した。 
32 インターネットで行うこと。また、受講人数が限られていて自分の都合のいい日と希望講座に

入るには至難の業。学級の子どもを他の先生に見てもらい、授業を中断して学校のインターネッ

トからアクセスせざるを得ない状況でした。こんなことをしなければならないことがてとも疲れ

た。おかしい。 
33 とても戸惑ったし、何度も失敗した。パソコンが不得手の人には大きな障害となる。 
34 パソコン操作に慣れていないので申請が面倒だった。入金に時間をみつけていかなければなら

なかったので、とてもバタバタと忙しかった。 
35 パソコンで申し込まないといけないし、受講受付から 5/7 午前 10 時からだったので、授業中

と重なり、とても困った。幸い本校は、該当者がたくさんいたので、空き時間に未組の同僚が申

し込んでくれたのでＩＤ、パスワードがとれて助かった。とても大変だった。 
36 インターネット申込みは、声をかけ合い一人の空き時間、昼休みを使ってバタバタと申請した。

手続きは、昼休みにバタバタと銀行、郵便局へ走り回り、事故を起しそうだった。くたくただっ

た。 
37 学校から手続きができず困った（08 年度） 
38 パソコンでの手続きが煩雑であった。開講の決定までが長かった。申請してから受講料振込み

までの時間が短すぎる（1 週間）受講料振込用紙がウェッブ上でしばらく「受取人」等が表示され 

なかった。これを私個人のパソコンの環境のせいにされた。（鹿大の担当者の方の対応）このため

期限内に納入できなかった。私の同僚も同様に表示されなかった。他の大学でもウェッブ上で同様

のことがあり、その大学では「お詫び」の文面が出たそうだ。 
39 インターネットの申込みに慣れていないと大変だ。 
40 申請開始日に申し込んだが、希望の講義は受けられなかった（夕方～9 時だったが） 

授業中の午前中に申し込まなければダメかも。 
42 ネットでの申し込み。当日はシステムエラーで申し込めず。混乱した。 
44 昨年度の試行と同じだったので今回はスムースにできた。講座や定員にもゆとりがあった。 
45 パソコンメールに不慣れなため申請が大変でした。また、申請開始が授業時間と重なり難しい

なと思いました。 
46 パソコンを使用しての手続きで、当初かなり手間取った。うまく手続きが進まないときは、問

い合わせのメールのやり取りに限定されているため、メールを送って返信待ちを 2～3 日待たさ

れるためストレスが溜まっていく原因をわざわざ作らなくてもいいと思うのだが。 
47 午前 10 時からの受講受付に無理がある。授業中なのにどのようにして受付するのか。良い日

付、希望の多い講座は、すぐに定員になっていた。 
48 同僚の男性教諭が 3 名いたので一緒に申請してくれたので助かった。一人ではとてもできなか

ったと思う。開始日の昼休みに手続きしたが、しながら残日数がどんどん減っていたので、もた

もたしていたら間に合わなかったと思う。 
49 事前アンケートを登録しなければ、入金や申込みの手続きができなかったので、時間がかかり

締め切りギリギリになってしまった。大変だった。 
50 個人が大学のＨＰを見て手続きし、ダウンロードした用紙で申込み、入金後郵送するという手

間がかかるので改善してほしい。しかも、2012 年になくなるので・・・公平になるような対応



（補償）をしてほしい。 
52 パワーアップ研修（10 年研）に便乗する形で受講できたことは良かったが、書類の中身がわ

かりにくく記入に大変神経を使った。教育センターも、この書類事務に大変苦労していたようで、

「事前アンケート」提出が 6/25 までだったのに、その日までに自分自身が希望通りの講座を受

講できるのかわからず、結局 7/10 に提出がずれ込むという状況だった。その上、教育センター

から直接ＴＥＬがあり「受講決定通知がまちがっているかもしれないから、再度送りなおします」

という失態・・・大丈夫かな？という不安が手続きの段階で多くありました。 
53 公文などが対象者に配布されるだけで、一切職員会議等での説明がなかった。なぜ？ 
 ･自宅ＰＣですべて行った。申し込み用紙や振込用紙もＰＣから印刷なので、途中つまづくと先

に進めず、問い合わせもメール。手続きをすべてＰＣで行うのが初めてだったので、最初は戸惑

ったが、説明書を読みながら、なんとか全てを自分で行うことができたので、申請が終わったら

ホッとした。 
・受講料振込みのため年休をとって銀行へ行った。（現場近くに銀行がないため）こんなことで年

休はとりたくなかった（時間休で 4 時間） 
・費用は 46050 円  （受講料 3 万円 ・交通費 11750 円 ・写真代 700 円 ・郵送料 300 円 
            収入印紙 3300 円）  かかりすぎ！ 
54 昨年度（試行期）の申請・手続きについては、大変分かりにくく受講ＩＤを取得するのだけで

も何日もかかった。今年はＩＤをもっていたので、それほど手間はかからなかったが、受講科目

の申請がなかなかできなかった（インターネット回線がパンクしたらしく） 
55 ホームページからの手続きがうまくいかず、とても時間がかかった。また、銀行に行く時間を

つくるのが大変だった。 
56 パソコンなので不慣れで困難。 
57 はじめてのことで、とても時間がかかってしまった。私は、保健室でインターネットを開けま

すが、そうでない方たちは、多分家からされるのではと思いました。 
58 鹿大の申請はウェッブでできるので便利だが、個人で申請しないといけないので自宅にウェッ

ブ環境のない先生には、手続きが面倒なのでは？ 
60 前年度校長の説明が遅れたので手続きが間に合わなかった。そのため奄美会場で受講せざるを

得なかった。（県外の人も多かった） 
・パソコン操作が苦手なため、すべてを同僚に頼らざるを得ず非常に大変だった。 
61 インターネットで申請できて思ったよりは簡単でした。ただ、講習内容に関してダウンロード

するものがあったので家庭でインターネットをつないでない方は見落とし等あったのではない

かと思う。 
62 聞きながらでなければ手続きができなかった。 
63 平日の午前 10 時からインターネットでの申込みである。授業中のため申込みはできないし、

知り合いの中には、申し込むために年休をとっている人もいる。また、受講料を申し込み後 1 週

間以内に銀行に払い込まなければならず、その場合も年休をとらなければならない場合もある。

勤務に支障をきたすのはおかしいと思う。 
64 インターネットによる申請・手続きで慣れていないので戸惑った。5/7 の申込み開始日は、午

前 10 時前から申込みの準備をしていたが、なかなかつながらず、ようやく手続きできたのが、

12 時すぎだった。その間、子どもたちは自習をさせた。手続きも時間がかかり、午後 5 時まで



かかった。 
65 自宅にインターネットがないので学校のパソコンで申し込んだ。必要な書類がプリントアウト

できず大学側に電話をして聞いたりと手続きかとても面倒である。 
67 面倒くさかった。パソコンが使えない人は困っただろう。 
68 インターネットやメールができて当たり前という前提がある。かと思うと申し込み書に写真を

貼って校長の印をもらって郵送しないといけなかったりして、とても面倒な手続きであった。1
日受講（6 単位）で 6000 円かかるのは痛い。 

72 申し込みの案内があったので、すぐ申請をしたが決定通知がなかなか届かなかったので不安だ

った。申し込みがインターネットでなく郵送なのはありがたかった。（総合教育センター受講） 
73 試行のころはつながらなかったが、今年は各大学に分散しているので特に問題はなかった。手

続きは面倒。パソコンの前で何時間も待たないといけないということはないので、この件は追及

しないほうがよい。 
 
 
 
2 受講した講習内容について 
1 大学側も昨年は仕方なくやる。何故こんなことをしなければならないのかといった妥性が強く、

やる気がなかったので、受けていても楽しくなかった。今年は、文科省の資料をダウンロードし

たものが多く莫大な資料だった。発達障害や心理学については参考になりました。 
2 必修選択ともに 10 年目研修者と同様の内容を受講した。しかし、私の場合、また、来年同じ時

期に同じような講習（10 年目研修）を受けなければならない。なんとなく不公平さを感じる。 
4 久々に大学の先生から講義が聞けて面白い部分があった。 
5 講義式が多い。受講人数が多いからだと思うが、一日中座りっぱなしだった。勉強にはなった。

昨年は受講したい内容のものがなく選べなかった。 
6 専門教科に関するもの（選択領域）  カウンセリング（選択領域） 
7 必修 教育の最新事情（鹿屋体育大） 選択→・生活習慣（6）・エクセル（6）？生活科（6）
インターネット 

8 文科省の方針に無批判な従順な内容であった。（本当はそう思っていないけれど「～言え」と言

われているからしかたなく言っているという感じがした） 
9 必修―教育の最新事情について 
  内沢さん（教授）の自分の「教職人生を主人公として生きる」は、かたくるしくなくいろんな

実験授業をしながら、ものの見方について考えるよい講義でした。 
  小林さん（教授）の「今日の子ども・青年像と子育て」もいろんな事例を出しながら地域社会

の中で育てることのきばらしさを学ぶよい講義でした。 
  ただ他の法令改正及び国の審議会の状況等については、指導要領が出されてから今日までの改

訂や臨教審、中教審の内容など羅列するだけで「何が大事なの？」という感じでした。 
10 必修と選択に分かれていて、自分の興味のあるものが受講できてよかった。5 日間連続はやは

りきつかった。 
11 最近のスポーツ状況、英語活動 
12 選択で数学を受講したが、ほとんど専門数学（高校以上、大学）の内容であった。 



13 講習によってだいぶ差がある。最新事情の講習は良かった。（反対に良くなかったという人も

いたが） 
・講習と評価テストはそれぞれ時間が決められているが、時間を無視してひたすら話す先生がいて、

テスト時間が 20 分も短くなった。「書けるだけでいいですよ」と言われたが、あんまりだと思う。 
14 必修→教職の使命と役割など、学習指導要領改訂の動向 
  選択→学力向上、ネットいじめ、登山、キャンプなど 
15 必修→最新の教育事情  選択→特別支援教育、健康教育、カウンセリング 
18 教師の資質の向上につながるものではない。 
19 現時点での教育内容の講話がありよかった。しかし、大学数学の内容は必要なし 
20 新しい内容、知らなかった内容、興味深い内容など聴けてよかった。それなりに成果はあった

と思うが、この制度が続くなら 10 年毎の更新ではなく 1 回あれば十分ではないか。 
21 パワーアップ研修と同じ日程で重ねられるので、現状ではベストの条件に当てはまったと感じ

た。 
22 講習内容が無駄とか意味がなかったとまでは言わないが「資質向上」のためにこのようなシス

テムをとり、それをねらっての講習だと言うなら、全くそこへは結びつかなかったと思う。とり

あえず参加して話を聞き、リポートをちょこちょこと書けばＯＫというような形だけのものだっ

た。 
23 教養としては、面白いものだったが、現場に直接還元できるものばかりではない。「新学習指

導要領」にいたっては、「理想論だなあ」という声もありました。 
・川内純心大学で受けた「教育改革の動向」は組合に近い考え方で面白かった。新しい情報や教員・

子どもの立場に立ったものもあれば、校長出身で行政の立場からの講義まで様々であった。 
24 各講座工夫されていた。 
25 図工→学習につながる製作ものがあり、子どもたちに還元できる講習でよかった。 
  発達心理→現状を知ることができてよかった。 
29 どの講座も現場で役に立つ内容といって差し支えなかった。 
30 教育の最新事情→ほとんど新学習指導要領についてだったが、通りいっぺんの内容だった。も

っと学校で使えるような自分の悩みや知りたいことが解決できるような内容が良い。 
31 講義形式のものは、試験が非常に難しかった。75 分間で何十ページもの資料をひたすら説明

して、「はい試験です」という感じで腹が立った。 
32 必修とたのしい仮説実験授業。必修では学習指導要領などの説明。つかれました。内容も説明

だけで、社会的に問題とされていることや巻き起こった議論については伝えない。批判の目を持

たない者は、それが正しいもののように思っていく。 
33 試行よりも領域も広がり選択の幅が広がった。昨年は講義内容もとくに真新しいとは思わなか

ったが、今年は改善されてきた。 
34 必修 12 時間 国語・算数 6 時間、情緒障害 6 時間、子どもの認知発達 6 時間 

内容はすべて良かったです。得るものは多かった。しかし、制度として免許状ちらつかせなが

ら・・・というのは、どうでしようか。 
36 内容は、心理学や楽しい授業づくりなどおもしろく楽しく、ためにもなった。 
37 非常によかった。移行措置の説明が即実践に生かせた。 
38 教養講座的なものが多く、実践にほとんど役立たない。受講したからといって、何も変わるこ



とがない。 
39 現場で役立つものより、一般教養的なものだった。（それも遠回りに役立つのかな？） 
40 必修の内容は知っていることがほとんどだった。 
42 選択→健康教育、ライフサイエンスを学ぶ、子どもと向き合う「生と性」 
44 必修の 12 時間、久しぶりに教える側から教わる側で逆の立場として気づくこともあった。内

容については、特に良いとか良くないとは思わなかったが形式だけの（時間とお金のムダ）講習

に思えた。個人的には興味深い内容の講習もあった。（選択の水産学部の海洋船での講習） 
45 各講義担当の先生方が、分かりやすくご講義くださり、また、互いの情報交換などもできてよ

かったです。 
46 鹿児島大学でのこと。当日（6 月）行ってみたら、突然担当教官の体調不良による休講という

場面に遭遇した。そして、夏休み前に夏休み期間に希望日を提出し、結局 8 月初めに再度大学へ

出向くということになった。この時の旅費は、大学負担の処理をする書類を提出済み。せめて、

前日にわかっていればいいと参加者は、ただぼう然とするしかなかった。 
47 全体的には専門的なことも含めて現場に役立つものも多かったが、非常に専門的すぎて（音楽

の歌唱）基本的なことを学びたかった私には負担が大きかった。（知らない曲のテストが（歌）

あり練習の時間も少なく歌わなければならなかった。音楽専科の先生なら簡単なことなのだろう

が・・一担任にとっては・・・） 
48 今後に生かせるような内容はなかった。無意味な講習だった。 
49 夏季休業中の講義ということもあり、教室内は受講者でいっぱい。窮屈な気持ちがした。内容

は、講師の先生方の工夫（ビデオ・グループ討議など）が感じられた。 
52 「教科」の講習は、とても勉強になりました。あと「生徒指導」もいい。ただ、「必修」領域

は 2 日間でかなり「つめ込み」の内容だったので、きつかったです。正直言って、担当の講師も

きちんと内容を把握できているのか？と疑問に思ってしまいました。（失礼な言い方ですが）全

国学力調査の結果も資料として提示されましたが、「国・数」以外の教科をないがしろにしてい

るように感じて釈然としないものがありました。 
53 必修→よくわからない内容もあり疲れた。 
  選択→テストが気になって、少しでも内容が理解しやすそうな科目を選択してしまった。1 科

目以外は全て配布資料があり、大学側の準備はきちんとしていた。勉強にはなった。 
54 会場が家から近い者や空きがあるものしか受講できなかった。受講したいと思うものは、すぐ

定員いっぱいになり申込みができなかった。 
55 教科は半分以上は、基礎的でわかりきった内容だった。共通については、確認になりためにな

った部分もあった。 
56 離島のため鹿児島まで講習に行かなくてはならない。しかも、自費で受講料も支払い、大変な

出費。（養護教諭の場合、本地区では 6 時間しか開設されていない。） 
57 鹿大で受講料を払った講習は楽しかった。教育センターの講習は、印象に残らないし、離島で

パワーアップに乗じて受けた 23 年目の私には、いかがなものかと不満が残った（こうすること

が一番！みたいな内容で・・） 
58 参考になるものもあったが、免許外教科でも単位となるのはおかしい。また、講習内容は、10
年目研修、校内研修とダブルものが多いので必要性を感じない。 

59 教員の資質を高めるような特別なものとは思わなかった。 



 ・既知の内容やとても難しい（医歯学部の講習）内容やらで大学側も試行錯誤かと思う。 
61 選択科目は余裕があり楽しむことができたので、テストもなんとか書けた。必修はつめこみ形

式で 2日間ずっと聞きっぱなしでテストも20分ずつの小論文と50代の先生方は体力的に厳しす

ぎると思う。実際に体調を崩された先生もいたし、自分も体力的にきつかった。 
62 予防医学 生徒指導 慢性疾病 
64 選択科目の内容はよかったが、必修の教育の最新事情の講義が、75 分で 52 ページと 25 ペー

ジのレジメ 2 本を全て通し、目の回るような内容でした。その上で試験は、試料の持込付加で採

用試験のような（ ）書きの記述で内容もＰＩＳＡの正式名称を英語のスペルで正しく書くよう

な重箱の角をつつくような内容であきれました。 
65 現場に生かせる内容ではない。 
67 講師により温度差があり、よい内容そうでない内容と様々だった。 
68 内容的には、おおむね共感する（私たちの側に）立場の講師が多いし、一瞬「教研か何かの講

演？」と錯覚するぐらい、この「免許制度」への批判や「教育基本法改正」への批判をする方も

いた。（組合支持の人もいた）初年度なので文科省も内容的なことは、現場の教授陣にまかせっ

きりなのが現状なのではないか。だから、自由に内容を組み立てられる。年数を重ねるごとに国

の意図する内容にだんだんと変化するのではないかと危惧する。 
69 選択科目（18 時間）すべて。定員オーバーで興味のあるものや自分の教科以外を仕方なく受

講したこともあった。 
73 内容は受けなければならないのなら勉強にはなった。ただ、必修でも各大学の講座によって内

容が違う（大学側で用意）ので、受けた場所で違うかなと感じた。 
 
 
 
3 修了認定について 
1 容易にもらえた。 
2 結果はまだ届いていないが、「受講して学んだことを生かして、今後どのように努力とていくの

か？」といった内容のＡ4 で 1 枚のレポート（各講習ごとに）であった。どのような基準で合否

を決めるか明確でないので不安である。 
4 久々の試験にドキドキしたがろ・・・ 経験や意見を書くことはスムーズにできた。昨年度の

分は、全部認定されホッとしている。 
5 形だけのような気がする。（講師自ら言っているので）皆、受講してテストを受ければ認定され

るようだ。 
6 １ヶ月程度かかるという説明を受けた。 
7 まだ結果が分かっていない。 
8 普通にやれば認定されるようです。 
10 自分のこれまでの取り組みと今回受講したことを照らし合わせ、今後、どのような形で仕事に

生かしていくのかについての論述（Ａ4 サイズ 30 行程度、40 分間）で書きやすかった。 
11 テストがあった。 
12 1 日の講義でよい。（制度が継続したとしても） 
13 Ｂ4 サイズの白紙にテーマだけ書かれるテスト、項目がいくつか出されていて、それについて



書くテストなど様々。ある講習では「今から言うことをメモしてください」と言われ、ひたすら

しゃべり、その内容がそのままテストの中身だったものもあったと聞いた。 
14 各講習とも筆記の問題―形式・内容は様々 
15 講義終了後にレポート提出があった。学生のころを思い出しながら提出。予備講習の分は昨年、

認定を受けた。今年度はまだ今のところは認定を受けていない。 
18 ぼほ、認定するということになっているのではないか。 
19 県からの公文が遅い。（4 月から認定の申請となっているのに 6 月に届いた） 
・公文が届いてからの締め切りが短い。（2 週間弱の期間しかなかった） 
21 40 分間束縛されるが白紙で出さなければ落とさないための試験だということがよく分かった。 
22 3300 円の収入証紙だの、免許状の写しだの、校長の原本証明だの、免許状の姓が変わってい

たら戸籍抄本をそろえろだの、面倒だしお金がかかる。 
23 まだ認定の手続きはしていませんが、聞いた話では卒業時にもらった免許状をなくしたので、

更に手続きが難しかったとか。 
24 各自申し込みでなく県から認定書をとりまとめてもらえる様な形はとれないのか？できるだ

け簡潔な形でしてほしい。 
25 修了認定の手続きもまた、複雑そう。認定が下りるまで時間がかかるので、受講は終わっても

1 年（又は一年半）がかりになりそう。 
29 認定される見込みであることを所長自らが終了時にほのめかした。 
30 評価ということで、試験があったが「試験を受ける」と思うと講義も面白みがなかった。筆記

試験でしか評価しないというのはおかしい。もっと有意義な方法はないものかと思った。 
33 手続きが複雑で不安だ。 
34 鹿大からの知らせで認定という形で知った。 
35 まだ、すべて認定されていません。パソコンで確認しなければならないです。 
36 ほとんどレポート形式。時間を気にしてこの年にしてプレッシャー。 
40 修了認定にもお金が 3000 円必要なことにびっくりした。 
44 すべて認定、年度末に免許更新の手続きをすることとなる。 
45 まだ、修了認定の方法については、よくわからない部分が多いです。 
46 今のところ、すんなり認定されてきています。 
47 テストは持ち込み可（当日もらった資料を見ながら書いても良い）だったので気は楽だった。 
48 すべて修了した。結果を一講座だけ確認しただけでほっておいたら成績確認処理が終了しない

と履修証明書が発行できないので至急確認のメールが入った。 
49 論文形式、選択方式 
52 現在 9 月 2 日ですが、未だに試験の結果は送付されていません。8 月中に結果がわかり休み中

に教育委員会へ申請できればと思っていたのに（合格していればの話ですが） 
このての事務手続きや書類事務などは、学校が休みのときにしないと、平日日はバタバタと忙

しいのだから、またミスが生じないとは言えません。さっさと認定して書類の処理をさせてほし

いです。2 学期は体育大会の学校も多く、本当に毎日がめまぐるしい日々です。早急に結果の通

知をと言いたい！ 
53 すべてレポート。資料など何を見てもかまわなかったので助かった。文章を書くのは得意では

ないので、焦って緊張しました。まともなことは書けなかった？用紙をうめなきゃ～って感じ（そ



んなレポートでも、結果は認定） 
・ 大学の先生から出た言葉（・現役の先生を評価するつもりはないので、何でも思ったことを

書いてください。 ・評価は誤字・脱字は引きますからね。それぐらいでしょうかね～。 ・

評価は形だけですから、なんでも書いてくださいね。 ・白紙で出さないでくださいね。評

価のしようがないから。）とにかく、試験をするのが申し訳ないという感じ。テストは必要な

いと思った。 
54 まだ、修了していないので手続き等どのようにすればいいのか分かっていない。説明会等もな

いままの制度なので、質問のしようもなく、戸惑っている状態である。 
58 その日聞いたことを、すぐにテスト又はレポート提出なので負担は感じなかったが、それでい

いのだろうか。 
59 結果だけでなくコメントをしっかりつけてほしい。 
61 受講して 1 ヵ月以後公開なので、まだ、分かりません。 
67 認定の文字だけがパソコンにあった。たったこれだけ？と思った。 
68 修了認定は、自分でＩＤやパスワードを入れて時折チェックしないと認定されたかどうか分か

らないという不親切さを感じる。メールでもしてくれれば分かりやすいのだが・・。 
73 その場で資料を渡され 75 分説明。これを 2 コマして 30 分テスト。（覚えるヒマもない）資料

の持込は原則不可らしく、きっちりこれを守る方とそうでない方がいて合否に差が出ると感じた。

ただし、守らない方の方がこちらとしては助かった。 
 
 
 
4 その他（気づいたこと、問題点・課題） 
1 鹿大―駐車場や昼食に困る。受講料が高い。 
 制度が変わり現場は振り回されている。中央の思想統制が強まってきていると感じる。大学の講

師陣も中央から指導があったようだ。 
2 教育に関わる動向等、ためになる内容も多かったが゛、来年度 10 年目研修を受けなければなら

ない。私にとってはまた、同じ内容の講習を受けるかと思うと全く無意味なことのように思える。

せめて、講習の部分については免除してほしい。 
・講習そのものの費用は無料であったが、交通費や宿泊費等の負担は、やはり、大きかった。そ

れだけの価値があるのか・・。現場においても日々十分に研修していると思うのだが・・。 
4 大学の先生も大変だということをおっしゃっていた。 
 ・08・09 で 30 単位受講した。きつかった。早くこの制度自体がなくなってほしい。 
５ この制度が必要なのか疑問だ。政治に振り回されている気がする。（民主党が政権をとったら

中止する・・・と言っているし） 
6 講習を受けることは、煩雑さにつながり、やはり重荷に感じる。認定試験等も不安を煽るもの

であり意欲を失わせる。 
7 情報量が多い→穴埋め式テストもあり実践に結びつくか疑問だった。 
8 すべて自費というのは不満です。受講料、交通費等で 5 万円以上使いました。管理職・指導主

事は受講しなくてよいというのは不公平ではないだろうか。 
・免許の申請にも費用が要るのは解せない。 



9 鹿大に駐車場がないということで、バスや電車など公共交通機関でくるように指示がありまし

た。車の移動できないのは困りました。遠くからくる人は、どこに車を置けばよいのでしょうか。 
・講習代が高すぎます。1 つ 6000 円×5 日＝30000 円そして、ホテル代（前泊も含めると 5 泊分）

出費が多すぎます。せめて、講習代は 3000 円くらいにできないものでしょうか。 
10 来年 10 年目研修で振り替えられたのだが、安全策をとって今回受講した。自分のためになっ

たが、来年 10 年目研修では免除されないので不満は残る。「10 年目研の 5 日受講と免許の 5 日

受講は、内容ではいっしょでも取扱いは別」ということらしい。同じことなのに・・・。5 日も

あれば別のことがもっとできるのですが。特例があるだけいいのかもしれません。免許更新とい

うタイトルにしては、何の意味があるのだろうかとも思いました。短研とやっていることは同じ

で、ただそれに修了認定試験がついてくるだけ。「確かに受けましたよ」という証拠にすぎない

のではないでしょうか。 
・なぜ、昭和 30 年、40 年、50 年がスタートだったのか？1 年違うだけで何年も先に受講する人

もいて不公平ではないでしょうか。自分のためになったとは言え不満が残ります。 
11 日程がきつい。受講料 3 万円は高いと思う。 
12 何のための、だれのための更新制かが疑問である。時間・費用ともにムダである。早く中止し

てほしい。 
13 講習自体は受けてよかったと思えるものが多かった。手続きや評価テスト、講習料など考えな

ければならないことがたくさんあると思う。全県下で公平な講習にしてほしい。 
14 経費、時間、準備などやはり大変（それなりに得るものはあったけど） 
15 免許更新はあってもいいと思うが、全教職員対象（管理職、指導主事、優秀教員など除外はお

かしい）にした方がいいと思う。 
・受けて損ではなく受けられなくて残念と思える内容もあった。 
16 平成 21 年 3 月 31 日付けで特別支援学校教諭二種免許状を取得したので、修了確認期限を平

成 23 年 3 月 31 日から平成 31 年 3 月 31 日までに延期申請をした。それまでは、免許更新制が

なくなってほしい。 
17 廃止を強く希望します。なぜ、更新が生年月日で割り振られているのか、なぜ、生まれ年が 0
年からスタートしているのか。（35 歳、45 歳、55 歳になる年なのはどうしてか。55 歳は定年ま

で 5 年間しかない）それは、いつ頃、誰が決めたのか、何を読んでも載っていないし、その説明

を聞いたことがないので経緯を教えてください。講習を受けてまで、この仕事を続けたいという

意欲はない。強制するならば受講すべき講習と日時を指定してくるべきだ。受けたくもないのに

自分で手続きをするのは納得ができない。 
18 ペーパーティーチャーは永遠に免許を持ち、現職は失効するという制度はおかしい。最新事情

ほど管理職、指導主事、教育長が受講すべきである。 
19 夏季休業中の貴重な時間がとられ辛かった。免許更新まではせずに、せめて受講したら OK で

とどめたらどうか。諸手続きで、大学職員・学校の管理職、そして、受講者が余計な労力と時間

をとられている。 
20 夏季休業中に受講するのに休業中の動静表提出の際、「研修」の確認を教頭にしたら「個人に

関することだから、本来なら年休で受けるべき」とのニュアンスのことを言われた。結局、研修

扱いになったが、当然研修ではないだろうか。 
21 離島 1 年目(今年で 11 年目)で私と同じ免許更新対象者について、異動 1 年目ということでパ



ワーアップ研修を免許更新としては兼ねられたが、来年度は改めてパワーアップ研修ということ。

これはぜひ改善を! 
22 申込み方法→教頭が一括して行うとかインターネット以外の受付でも可とかでなければ、申込

み手続きにすらかなり個人の事情により差が出る。 
・本講習からかかる費用、また交通費（飛行機・ＪＲ・駐車料金まで）を考えると大きな負担であ

る。しかも、この制度が継続するかしないかすら流動的だというのでは困る。廃止になったら今

回金銭的にも時間的にも負担を抱えながら受講した者は報われない。 
23 講習が朝早く帰りが遅いため子どもを保育園に預けることができず、何日も実家に預けなけれ

ばならなかった。 
・受講者が 3 人しかいないのに開講してくれたのはありがたかった。 
・鹿児島純心女子では、講師によっては更新制のシステムに反対という言動が明確であった。 
・10 年目研と重なったのに｢更新講習として受講できる｣ことを知らずに、お金を払って受けなけ

ればならない人がいた。「文書はもらっていたが説明がなかった。教頭も奄美の特例だと思って

いた」とのこと。 
24 講習会に参加することはよいと思うが、免許更新するのとは別問題として考えてほしい。 
25 大学により認定講習とかねているところもあり、単位が別な鹿大は大変。交通費が特にかさん

だ。研修とはいえ、義務で講習に参加しているのに、講習代 3 万＋交通費で予定外の出費。県外

の講座は実技や実践に使えるもの、人として高めるもの（芸術にふれる）があるけれど鹿児島か

らだと行くのが難しい。 
26 もちろん制度そのものに納得いかない。10 年後にはなくなっていることに期待している。 
28 勉強になることもあったが、平日学校で仕事しながら、土日にまるまる受講という形になり、

身体的にとてもきつかった。受講して思うのは、この更新 30 時間を履修して教員としての資質

や 意欲が高まるとは、てとも思えません。 
29 内容そのものに不満はなかったが、講師は基本的に教委関係者であったことからも総合研修セ

ンター等で十分に行えるものであった。よって、無理やり免許更新という冠で、2 万円も払う必

要性を感じない。往復の交通費、滞在費なども合わせれば総額 4～5 万かかり、これは実質月額

1％程度の賃金カットに等しいことからも怒り禁じえない。制度の廃止を強く望む。 
30 大学側も試行錯誤しているのがよく分かった。時間とお金のムダです。 
31 鹿大での講習が、当日急に担当の先生の体調不良ということでキャンセルになった。（6 月だ

ったが、8 月に再び再講習が実施された）当日、何も知らずに、当然あるもんだと思って鹿大に

行ったのに、2 時間ぐらい先生こないということで外で待っていた。急病だったかもしれないが、

そういう場合の連絡体制が不十分であると感じた。 
32 大学教授たちも、これは必要ないという感じである。文科省から「○○時間で○○を教えなさ

い」という内容が来ていて「～を教えない」と通知が来ているからやむなく行っているという状

況。 
33 大学の先生の中には、あまり時間を守ってくれなくてー子どもさんのお迎えに支障が出そうな

方もいた。どの講義の先生も「よくない制度だ」とこぼしていた。 
34 遠方から来る側にとっては、時間や手段など大変苦労した。公共の交通手段といつても市内を

対象にした教職員を考えているのではないだろうか。 
35 会場までの交通費や時間の見積もりなど困難だった。お金がかかる。 



 ・人数が集まらないと開講しない講座もあるらしく、はらはらした人もいたと思う。 
36 免許更新制には、反対！だが、代わりの民主のマニフェストには、もっともっと反対！（6 年

生！？そこまで学費を出せる親がいますか？エリートの考えを持った人しか教員になりません

よ！） 
 ・大学まで通うのが大変！インターネットの申込みは一人では無理だった！ 
37 大学側も非常に戸惑っていた感じが強かった。 
38 講習を受けることによって、次の負担が大きい。受けることで、ほとんど元はとれない。ムダ

である。①時間（5 日間）②受講料（3 万円）③交通費（1 万円弱）④食事代（3000 円程度） 
39 1 講座 18000 円は高いです。それだけ払ってよかったと思う講座であれば良いのですが。 
40 必修は 2 日間の受講。講師が 4 人だったので、1 日に 2 回のテスト、計 4 回でとても疲れてし

まった。 
42 内容的にはねとても興味深いものが多かったのですが、場所の問題、日程の問題など、クリア

しなければならないものもあり希望の講座を受けられなかった。また、試験もあるので精神的に

もきついです。 
43 受講料まで払うような内容ではないし、意味がない。このお金はどこに使われていくのか？ 
44 免許更新時に手数料が必要なのか？（いくらくらい？） 
・政権が代わったら免許更新制度も見直されるのか？ 

45 昨年度の試行講習時、申込みが多く受講できなかった経験があるため、6 月に受講しました。

土日、二日間をフルに使っての研修だったので、講習の終わった週は、一週間がとてもきつかっ

たです。また、昨年の 11 月に受けた試行時の研修も、3 連休をフルに活用しての研修だったの

できつかった。また、本講習時、仕事をしていなかった場合（期限付きなので）所属長等の証明

が受けられなくなりますが、仕事をしていない免許保持者は、更新講習を受けることができなく

なるのか・・・と心配しています。 
46 なぜ、学校職員ばかり免許更新制なのか？どう考えても納得がいかない。「師」がつく職業な

んて、世の中他にも相当数あると思うのだが。世論とかなりかけ離れているとしか思えない。 
47 受付をしてから入金まで 1 週間しかなく昼休みに写真をとり、書類をそろえて入金、受講票等

発送をせざるを得なかった。時間の余裕がなくバタバタした。 
・大学内に車で乗り入れることができず、近隣の駐車場に駐車した。（お金を払って）公共機関を

使っても出費有りです。受講料も払い駐車料金、バス代なども払い免許更新に良いイメージはあ

りません。民主党が廃止してしまったら今年お金を払って受講したものの時間とお金は？という

思いもあります。情報がなく私は今年すべて受講してしまいました。 
48 3万円も払って受講する価値はないので、早くやめるべきだ。申請にも証紙が必要のようだし・・。

荒田は鹿大に近いので午前中 12 時まで校内研修をし、自転車で会場へ行ったが、昼食もまとも

にとれないぐらいバタバタした。 
49 8/17 8/18（必修）は、4 回（午前・午後×2 日）の評価テストはきつかった。 
52 パワーアップ研修の規定に「異動して 2 年目」というような文言があるらしいがなぜ？結局私

の場合、今年 4 月に転勤してきたので、「パワーアップ対象外」です。しかし、「離島勤務者」と

いうことで「パワーアップ」に乗っかる形で免許更新講習ができたのだが、来年もほぼ同じ内容

の講座を受けなければなりません。であれば、来年のパワーアップをいくらか免除してほしいの

ものです。これほどムダなものはないのでは？実際「教科」の講師からも「来年はちがうのを受



けて」と冗談まじりで言われました。また、仮にこの免許制度が廃止になっても、昨年度から受

講している人々にとっては、かなりの不平不満と不公平感が残ると思います。実際、「10 年間は

するべきだ！（たとえ政権交代で廃案になっても）」と言っていた人もいました。「予備講習でど

れだけ出費があったかわかるか！」と怒っていました。大島地区は、移動と宿泊費だけどかなり

の額になります。 
53 こんな制度ができて、大学側も大変だと思うが、対応は全てにおいて、とても親切・丁寧でし

た（鹿児島大学・純心女子大学）こんなテストがある講習はいらない。もっと自由に大学で受験

できればいい。 
・大学から遠方の先生は、ほんとうに時間的にも金銭的にも大変だと思う。 

54 講習については、大学の先生の話を聞くことができるので参考になるが、費用がかかるのが気

になる。自分の聞きたい講習を受けられるわけでもないのに費用がかかるのはどうかと思う。ま

して、離島の者にとっては、旅費も非常に大きい。 
55 評価テストで教員としての力量が測れるのかかなり疑問を感じた。 
56 民主党政策により中止との声もあり怒りを覚える。勝手なとりきめにより現場は、混乱してい

る。 
57 パワーアップ研といっしょだったので、「あなたたちは 10 年目なのだから、学校の中核となっ

て頑張ってください！」という言葉に驚いた。こうして、鼻高々にして調子に乗せるんだなと思

った。どの講座の先生も言われるが、おかしかった。妊婦の方は、きつかったことと思います。 
58 受講料の補助金は出してほしい。（離島の場合は交通費もすべて自己負担）一般の会社でも、

業務に必要な免許を取得する時には、補助金が出るのに、なぜ教員には出ないのか。 
59 長期休業中の講座は平日にしてほしい（土曜があった） 駐車場を確保してほしい 
・受講者の希望がかなうように（人数や場所等）枠をしっかり設けてほしい。 

61 受講料だけでなく交通費や宿泊費等自己負担の大きい先生も出ると思う。 
63 離島に勤務している人は、鹿児島、奄美、種子島などへ行って受講しなければならない。旅費

や時間がかかり、勤務している場所によって大きな負担が強いられることになる。どこに勤務し

ていても平等に受けられるようにしてほしい。 
64 3 万円の負担は大きい。何でも全てインターネットで調べたり知らせたりする方式で負担が大

きい。 
65 受講料は高額で負担が大きい。 
67 テストばかりできつかった。 
68 離島からの受講は、とにかく時間・金と労力を伴なう。実家から大学に通うのに親の車を 4 日

間借りっぱなしで親をも巻き込んでの受講となった。今回は、帰省のついでの受講なので旅費を

わざわざ使った感はないが、あと 6 単位分（1 日分）を学期途中でとなると旅費だけで 4 万円か

かる。 
69 今年度は受講できる大学が増えたようだが、交通費や宿泊費の負担も大きかった。また、講義

の内容も子どもたちや教育の現場に返せるのか疑問を感じた。 
72 離島なので県総合教育センターでまとめて受講できたのでよかった。テストは、すべて記述式

だったが、簡単なようで難しかった。 
・問題点として、免許更新講習で多くの内容が凝縮されていたが、各学校や地区で全教職員を対象

にした方がよいと思った。実践に結びつくと思う。実践に生かせる内容の方が良かった。 



73 受けた講座（大学・教授）によってかなり差があるのではないかと感じた。統一されるのも困

るし、この制度が続くなら受けやすい所の情報を集めたり、いろいろな人がでるんじゃないかと感

じた。 


