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教員免許状と教員免許更新制度に関する研究

　抄　録

教員免許状と教員免許更新制度に関する研究

はじめに
　毎年、多くの大学生が卒業後に教員免許状を
取得する。彼らは、教員免許状がどのようなも
のなのかを理解しないまま免許に必要な単位の
取得で手一杯なのが現状である。そこで本論文
では、教員免許状と教員免許更新制度について
まとめた。まず、教員免許状の枠組みについて
述べ、教員免許状の内訳を類型（学校種）と種
類（普通、特別、臨時）ごとにまとめた上で、
2014年度における教員免許状取得者の内訳を
示す。最後に、2009年４月から始まった教員
免許更新制度について、導入の背景、概要、課
題、修了状況に分けて述べる。

１．教員免許状とは
　学校教育法第1条は「この法律で、学校とは、

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等
学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び
高等専門学校とする」としている。これらの学
校は、１条校と呼ばれている。１条校の中で大
学と高等専門学校を除く学校の教師になるため
に必要とされるものが教員免許状である。
　1949（昭和24）年に制定された教育職員免
許法は、第１条にその目的を示し、「教育職員
の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の
保持と向上を図ること」としている。第２条は、
教育職員を定義づけ、「学校（学校教育法第一
条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援
学校（第三項において「第一条学校」という。）
並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律第２条７項に
規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保

　戦後の日本の教員免許制度は、一貫して開放制でありそれは現在も続いている。また、学校種ごと
に教員免許状が導入され、その種類は3つに分かれている。本論文は、類型別、種類別にまとめ、そ
の内訳を示すことにより教員免許状制度を概観する。また、近年始まった教員免許更新制度は、普通
免許状の有効期間を10年とした結果に始まった制度である。更新講習の受講資格者とその内容につい
て言及する。教員の資質向上が叫ばれる昨今、改めて教員免許状制度の枠組みを概観することを通し
て、今後の課題を明らかにする。

Key Words：免許状主義、学校種ごとの種類、免許状の種類、免許更新講習の修了状況
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連携型認定こども園」という。）をいう。以下
同じ。）の主幹教諭（幼保連携型認定こども園
の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下
同じ。）、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、
養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保
育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師（以下

「教員」という。）」１）としている。
　ただし、教育職員免許法第５条に記載されて
いる以下の欠格事由に相当する場合、教員免許
状は授与されない。
一　18歳未満の者
二　高等学校を卒業しない者（通常の課程以外

の課程におけるこれに相当するものを修了し
ない者を含む）。ただし、文部科学大臣にお
いて高等学校を卒業した者と同等以上の資格
を有すると認めた者を除く。

三　成年被後見人又は被保佐人
四　禁固以上の刑に処せられた者
五　第十条第一項第二号又は第三号に該当する

ことにより免許状がその効力を失い、当該失
効の日から三年を経過しない者

六　第十一条第一項から第三項までの規定によ
り免許状取り上げの処分を受け、当該処分の
日から三年を経過しない者

七　日本国憲法施行の日以後において、日本国
憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者

２．教員免許状の内訳
（１）教員免許状の類型
　教育職員免許法第３条は、「教育職員は、こ
の法律により授与する各相当の免許状を有する
者でなければならない」として相当免許状主義
について言及している。幼稚園、小学校、中学
校、高等学校の教員は、原則として学校の種類
ごとの教員免許状が必要になる。例えば、小学
校の教師になるためには小学校の教員免許が必
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幼稚園 小学校 中学校 高等学校

各教科 道徳
外国語活
動

総合的な
学習の時
間

特別活動
免許状に
定められ
た教科

道徳
総合的な
学習の時
間

特別活動
免許状に
定められ
た教科

総合的な
学習の時
間

特別活動

幼稚園の
教員免許
状

〇 × × × × × × × × × × × ×

小学校の
教員免許
状

× 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×

中学校の
教員免許
状

× △１ × △２ △１ × 〇 〇 〇 〇 × × ×

高等学校
の教員免
許状

× △１ × △２ △１ × △３ × △３ × 〇 〇 〇

 
△１：中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校で所有免許状の教科に相

当する教科を担任することが出来る。 
△２：英語の教員免許状を有する者のみ小学校の外国語活動の担任が可能である。 
△３：高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護

実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、

剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する

者は、中学校において、所有免許状の教科に相当する教科の担任や、総合的な学習の時間

における所有免許状の教科に関係する事項の担任が可能である。 
を履修しなければならない。中学校・高等学校は免許が教科ごとに異なるために、免許状

に定められた教科のみ教えることが出来る。その詳細は、表 1である。 
また、その他の教員が必要な免許は、①養護をつかさどる教員：養護教諭の免許状を有

すること (2)、②栄養の指導及び管理をつかさどる教員：栄養教諭の免許状を有すること、

③特別支援学校の教員：特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当

する学校の教員の免許状を有すること(3)、④義務教育学校：小学校の教員の免許状及び中

学校の教員の免許状を有すること(4)、⑤中等教育学校：中学校の教員の免許状及び高等学

校の教員の免許状を有すること(5)、⑥幼保連携型認定子ども園：就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる、である。ちなみ

に最後の幼保連携型認定子ども園、通称総合子ども園は幼稚園と保育所を併せ持った教育

機関であるため、幼稚園教諭免許と保育士資格両方が必要になる。なお、両方を有するこ

とで得られる資格は現時点ではないが、保育教諭などの名称で資格または免許状を出すこ

とが検討されている。 
 これら免許状主義の例外として、特別非常勤講師制度と教科外教科担任制度がある。特

別非常勤講師が法的に成立したきっかけは、1986（昭和 61）年 4 月に臨時教育審議会(6)

が第 2次答申を発表し、第 2部第 3章第 3節「教員の資質向上」において、「広く社会一
般から教育に熱意を持つ優れた人材を学校教育に導入し、学校教育の活性化を積極的に図

表1　学校種ごとの教員免許状

△１：中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校で所有免許状の教科に相当する教科を担任する
ことが出来る。

△２：英語の教員免許状を有する者のみ小学校の外国語活動の担任が可能である。
△３：高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護実習、情報実習、

農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、剣道、情報技術、建築、インテ
リア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する者は、中学校において、所有免許状の教科に相
当する教科の担任や、総合的な学習の時間における所有免許状の教科に関係する事項の担任が可能である。
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要になり、全ての教科・領域を履修しなければ
ならない。中学校・高等学校は免許が教科ごと
に異なるために、免許状に定められた教科のみ
教えることが出来る。その詳細は、表１である。
　また、その他の教員に必要な免許は、①養護
をつかさどる教員：養護教諭の免許状を有する
こと２）、②栄養の指導及び管理をつかさどる教
員：栄養教諭の免許状を有すること、③特別支
援学校の教員：特別支援学校の教員の免許状の
ほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教
員の免許状を有すること３）、④義務教育学校：
小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許
状を有すること４）、⑤中等教育学校：中学校の
教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有
すること５）、⑥幼保連携型認定子ども園：就学
前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律の定めるところによる、
である。ちなみに最後の幼保連携型認定子ども
園、通称認定子ども園は幼稚園と保育所を併せ
持った教育機関であるため、幼稚園教諭免許と
保育士資格両方が必要になる。なお、両方を有
することで得られる資格は現時点ではないが、
保育教諭などの名称で資格または免許状を出す
ことが検討されている。
　このように、教員になるためには免許状が必
要になるのだが、例外として特別非常勤講師制
度と教科外教科担任制度がある。特別非常勤講
師が法的に成立したきっかけは、1986（昭和
61）年４月に臨時教育審議会６）が第2次答申
を発表し、第２部第３章第３節「教員の資質向
上」において、「広く社会一般から教育に熱意
を持つ優れた人材を学校教育に導入し、学校教
育の活性化を積極的に図る必要がある。このた
め、新たに特別の免許状制度を創設し、また、
非常勤講師制度の活用を推進する必要がある」
としたことである。この提言を受けて非常勤講
師制度の制度化を含めた教育職員免許法の改正
が1988（昭和63）年に行われた。教育職員免

許法第３条の２に「次に掲げる事項の教授又は
実習を担任する非常勤の講師については、前条
の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当
免許状を有しない者を充てることができる。
一　小学校における次条第六項第一号に掲げる

教科の領域の一部に係る事項、
二　中学校における次条第五項第一号に掲げる

教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令
で定める教科の領域の一部に係る事項、

三　義務教育学校における前二号に掲げる事項
四　高等学校における次条第五項第二号に掲げ

る教科及び第十六条の三第一項の文部科学省
令で定める教科の領域の一部に係る事項

五　中等教育学校における第二号及び前号に掲
げる事項

六　特別支援学校（幼稚部を除く。）における
第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並び
に自立教科等の領域の一部に係る事項

七　教科に関する事項で文部科学省令で定める
もの

２　前項の場合において、非常勤の講師に任命
し、又は雇用しようとする者は、あらかじめ、
文部科学省令で定めるところにより、その旨を
第五条第七項で定める授与権者に届け出なけれ
ばならない」と記載されている。
　これは、多様な専門的知識・経験を有する者
が教科の学習に携わることにより、学校教育の
多様化への対応や活性化を図ることを目的とす
る制度である。言い換えれば、教員免許状を有
しない非常勤講師が教科の領域の一部を担任す
ることが出来るのである。最後の２では、特別
非常勤講師を任命・雇用する場合、あらかじめ
授与権者つまり都道府県教育委員会に届けなけ
ればならないことが記載されている。特別非常
勤講師の活用例としては、調理師が高等学校の
教科「家庭」の領域の一部として「調理学習」
の授業を単独で実施することや、書道家が中学
校の教科「国語」の領域の一部として「書道」
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の授業を単独で実施することが挙げられる。
　また、免許外教員担任制度については教育
職員免許法附則第２項「授与権者は、当分の
間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学
校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程
又は特別支援学校の中学部若しくは高等部にお
いて、ある教科の教授を担任すべき教員を採用
することができないと認めるときは、当該学校
の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭（以下
この項において「主幹教諭等」という。）の申
請により、一年以内の期間を限り、当該教科に
ついての免許状を有しない主幹教諭等が当該教
科の教授を担任することを許可することができ
る。この場合においては、許可を得た主幹教諭
等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわ
らず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課
程又は当該中学部若しくは高等部において、そ
の許可に係る教科の教授を担任することができ
る」と記載されている。
　これは、中学校、高等学校、中等教育学校の
前期・後期課程、義務教育学校の後期課程、特
別支援学校の中学部・高等部において、相当の
免許状を有する者を教科担任として採用するこ
とが出来ない時に、校内の他の教科の教員免許
状を所有する校長・主幹教諭・指導教諭・教諭

（助教諭・講師は除かれる）が１年に限定して、
免許外の教科の担任をすることが出来る制度で
ある。これも特別非常勤制度と同様に、事前に
都道府県教育委員会に申請し、許可を得ること
が必要である。活用例としては、山間地・へき
地など生徒数が少ない中学校・高等学校で、全
ての教科に対応した教員を１人ずつ採用できな
いケースが想定されている。
　この２つの事例の他に、ゲストティーチャー
やティームティーチングにおける副担任につい
ては、相当の教員免許状を有する教員が常に一
緒に授業に携わるので教員免許状は不要であ
る。

（２）教員免許状の種類
　教員免許状は、大きく分けて普通免許状、特
別免許状、臨時免許状の３つに分かれる。これ
らは、申請により各都道府県教育委員会から授
与される。授与を受ける方法は３つある。１つ
目は、学位と教職課程での単位を修得すること、
２つ目は教員資格認定試験７）に合格すること、
３つ目は都道府県教育委員会が行う教育職員検
定（人物・学力・実務・身体面）を経ることで
ある。
　普通免許状は、教諭、養護教諭、栄養教諭の
免許状からなる。普通免許状は、日本国内の全
国の学校で有効である。有効期間については、
長年無期限であったのだが、2007年６月教育
職員免許法の改正によって、普通免許状の有効
期間は10年を経過する日の属する年度の末日
までに変更された。普通免許状は、授与を受け
る者の学位に応じて専修免許状、一種免許状、
二種免許状を取得することが出来る。
①　専修免許状は、大学院修士課程を修了し修

士の学位を有することが基礎資格となる。
一種免許状の要件だけではなく、大学院で
教科又は教職に関する科目などを24単位
取得する必要がある。また、教員として採
用されてから一定年数の勤務期間を経て、
大学院に在籍して習得することも可能であ
る。

②　一種免許状は、大学を卒業して学士の学位
を得ることが基礎資格となる。大学で教科
に関する科目と教職に関する科目などの単
位を取得する必要がある。特別支援学校に
ついては、教員資格認定試験に合格した場
合でも取得できる。一般的な意味での教員
免許は、一種免許状のことを指す。

③　二種免許状は、学士（大学卒業）、短期大
学士（短期大学卒業）、専門士（専門学校
卒業）の学位のいずれかの保有が基礎資格
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である。それぞれ教科に関する科目と教職
に関する科目などの単位を取得する必要が
ある。高等学校のみ二種免許状は存在しな
い。小学校・幼稚園の教員資格認定試験に
合格した場合、取得できるのはこの免許状
である。教育職員免許法第９条の５で、「二
種免許状を有する者の一種免許状の取得に
係る努力義務」８）が規定され、二種免許状
保有者は将来的に一種免許状に変更するこ
とが努力義務化されている９）。

　例外は栄養教諭免許状で、栄養教諭一種免許
状には管理栄養士免許証が、栄養教諭二種免許
状には栄養士免許証が、栄養教諭専修免許状に
は管理栄養士免許証がそれぞれ必要となり、管
理栄養士または栄養士免許証を有していない者
が栄養教諭の普通免許状のみを得ることは出来
ない。
　特別免許状は、優れた知識や技能を有する
社会人に対し、都道府県ごとに実施される教
育職員検定を経て授与される教諭の免許状で
ある。特別免許状は、臨時教育審議会の答申を
受け1988年の教育職員免許法改正によって制
度化された特別非常勤講師制度と同時期に成立
した。この免許状は、授与を受けた都道府県内
の学校でのみ有効で、有効期間は10年である。
普通免許状と同様に教員免許更新制の対象とな
り、更新講習を受講し更新の手続きをすれば更
新が可能である。なお、小学校教諭の免許状は、
教科ごとに授与されるが、特別活動や道徳など
の教科外活動を担任することも可能である。ま
た、幼稚園教諭の特別免許状はない。授与条件
として、担当する教科に関する専門的な知識経
験又は技能を有することと、社会的信望があり
かつ教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を
持っていることの２つを満たさなければならな
い。特別免許状を申請するためには、教育職員
に任命し雇用しようとする者の推薦が必要であ
る。活用例としては、看護師を職業とする者に

高等学校の教科「看護」の特別免許状を授与す
ることや、外国人の英会話学校講師に中学校の
教科「英語」の特別免許状を授与するケースが
考えられる。なお、特別免許状には普通免許状
への上進が可能で、小学校・中学校・高等学校
教諭の特別免許状を有する教員が、免許状取得
後現有免許状に相当する学校の教員として3年
以上良好な成績で勤務し、かつ大学等において
所定の単位を修得すれば普通免許状を取得する
ことが出来る。
　臨時免許状は、助教諭、養護助教諭の免許状
からなる。普通免許状を有する者を採用できな
い場合に限り、教育職員検定を経て授与される。
この免許状は、授与を受けた都道府県内の学校
でのみ有効であり、有効期間は３年である。た
だし、教育職員免許法附則第６項によると、「当
分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する
者を採用することができない場合に限り、都道
府県が教育委員会規則を定めることにより、有
効期間を６年とすることも出来る」としている。
採用期間または採用予定期間内に臨時免許状の
期限が切れた時は失職になるが、継続申請をす
れば継続することが可能である。

３．教員免許状取得者の内訳
　次に、文部科学省教職員課が集計した教員免
許状の授与状況により、2014（平成26）年度
における各免許状の内訳を示す。まず、授与権
者（都道府県教育委員会）から授与された免許
状の総数は、220,406件である。種類別の内訳
は、専修免許状13,802件、一種免許状153,207件、
二種免許状44,946件、特別免許状92件、臨時
免許状8,359件であった。学校種別の免許状は、
幼稚園教員免許状48,852件、小学校教員免許状
31,075件、中学校教員免許状54,268件、高等学
校教員免許状68,567件、特別支援学校教員免許
状10,633件、養護教員免許状4,832件、栄養教
諭免許状2,071件となっている10）。それらの詳
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細な内訳は、表２の通りである。この中で特徴
的なのは、幼稚園教員免許状を取得した者の約
65%が二種免許状、つまり二年制の短期大学を
卒業して取得していることである。また、特別
免許状と臨時免許状について言えば、前者は教
員免許状を保有していない社会人にも学校現場
での活躍の舞台を設けるという中央教育審議会
の答申を受けて設立されたにも関わらずその数
は100件を下回っている。それに対し、後者は

「普通免許状を有する者を採用できない場合に
限り」とされているにも関わらず、8,000件以
上授与されている。
　また、特別非常勤講師の届出状況は、20,061
件となっている。その内訳は、小学校4,730件、
中学校2,495件、高等学校11,458件、特別支援
学校1,378件となっている12）。公立学校の免許
外教科担任許可件数は、10,252件で、内訳は中
学校が7,128件、高等学校が3,124件となってい
る13）。

４．教員免許更新制度
（１）導入の背景
　教員免許更新制度は、2007（平成19）年６月
の教育職員免許法の改正によって成立し、2009

（平成21）年４月１日から免許状更新講習が開
始される形で成立した。その直接的なきっかけ
になったのは2007年３月に中央教育審議会（以
下中教審と略称）が「教育基本法改正を受けて

緊急に必要とされる教育制度の改正について」
という答申を出し教員免許更新制の導入を提言
したことである。中教審で教員免許更新制度の
導入が具体的に提言されたのは2005（平成17）
年７月の答申「今後の教員養成・免許制度の在
り方について」であった。まず、この答申を通
して導入の背景を見る。
　最初に教員免許状の更新を提言したのは、
1983（昭和58）年の自民党文教制度調査会・
文教部会による「教員の養成、免許等に関する
提言」であり、免許状に有効期限を付し、更新
研修を義務付けるように検討を求めた。その後、
臨時教育審議会や教育改革国民会議で更新制が
提言され、中教審の答申に繋がっていくことに
なる14）。中教審は、2002（平成14）年に答申「今
後の教員免許制度の在り方について」を公表し、
教員免許制度の新たなあり方を示した。そこで
は、①教員免許状の総合化・弾力化の方向性、
②教員免許更新制の可能性、③特別免許状の活
用促進に触れ、それぞれの具体策について提言
した。ただし、この時点では教員免許更新制を
見送り、その代替策として10年経験者研修の
導入と免許状失効措置の強化という方法で、教
員の適格性を確保した。
　2005年中教審答申は、更新制導入の基本的
な考え方として以下の５点を示した。

・教員として必要な資質能力は、本来的に時代

表2　取得方法別の免許状授与件数11)
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3,124件となっている(13)。 

 
４．教員免許更新制度 
(1)導入の背景 
 教員免許更新制度は、2007（平成 19）年 6月の教育職員免許法の改正によって成立し、
2009（平成 21）年 4月 1日から免許状更新講習が開始される形で成立した。その直接的 
なきっかけになったのは 2007 年 3 月に中央教育審議会が「教育基本法改正を受けて緊急
に必要とされる教育制度の改正について」という答申を出し教員免許更新制の導入を再度



131

教員免許状と教員免許更新制度に関する研究

の進展に応じて更新が図られるべき性格を有
しており、教員免許制度を恒常的に変化する
教員として必要な資質能力を担保する制度と
して、再構築することが必要である。

・教員免許状に一定の有効期限を付し、その
時々で求められる教員として必要な資質能力
が確実に保持されるよう、必要な刷新（リ
ニューアル）を行うことが必要であり、この
ため、教員免許更新制を導入することが必要
である。

・更新制の導入により、我が国全体における公
教育の改善・充実が期待でき、公教育に対す
る保護者や国民の信頼が確立する。

・更新制は、いわゆる不適格教育の排除を直接
の目的とするものではなく、教員が、社会構
造の急激な変化等に対応して、更新後の10
年間を保証された状態で、自信と誇りを持っ
て教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ていく
という前向きな制度である。

・更新制を導入し、専門性の向上や適格性の確
保に関わる他の教員政策と一体的に推進する
ことは、教員全体の資質能力の向上に寄与す
るとともに、教員に対する信頼を確立する上
で、大きな意義を有する15）

　その上で同答申は更新制導入の意義について
「すべての教員が、社会状況や学校教育が抱え
る課題、子どもの変化等に対応して、その時々
で必要とされる最新の知識・技能等を確実に修
得することが可能となる。特に、教員免許状は、
国立・公立・私立学校を通じた教員資格であり、
現職教員以外にも、多くの免許状保有者がいる
こと、さらに、現在、民間企業経験者等、教員
への多様な人材の登用が進んでいることを考慮
すると、更新制を導入することにより、国立・
公立・私立の設置者の別や地域のいかんに関わ
らず、およそ我が国全体における公教育の改善・
充実が図られることが期待できる」16）とまとめ

ている。次に、現在の教員免許更新制度の概要
について見ていくことにする。

（２）教員免許更新制度の概要
　この制度は、教員免許状の有効期間満了日（修
了確認期限）の２年２か月から２か月前までの
２年間に、大学などが開設する30時間以上の
免許状更新講習を受講・修了した後、都道府県
教育委員会に申請することによって更新が完了
する。ただし、有効期間の延長（修了確認期限
の延期）が可能な理由に該当する場合や講習の
免除対象者に該当する場合は、申請手続きが必
要となる。

⒜受講対象者
更新講習の受講対象者は、①現職教員、②実習
助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員、
③教育長、指導主事、社会教育主事、その他教
育委員会に置いて学校教育又は社会教育に関す
る指導等を行う者、④その他（①②③に準ずる
者、専修学校高等課程教員、文部科学大臣が別
に定める者）⑤教員採用内定者、⑥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）教員リストに搭載されている者、⑦過去
に教員として勤務した経験のある者、⑧認定子
ども園で勤務する保育士、⑨認可保育所で勤務
する保育士、⑩幼稚園を設置している認可外保
育施設で勤務する保育士などである。

⒝免除対象者
　教育免許状更新講習を受講せずに免許管理者
に申請を行うことによって免許状を更新できる
者は、①優秀教員表彰者（文部科学大臣または
教育委員会などから優秀教員として表彰を受け
た者）と②教員を指導する立場にある者である。
②は、以下の通りである。
・校長（園長）、副校長（副園長）、教頭、主幹
教諭または指導教諭
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・教育長、指導主事、社会教育主事、その他教
育委員会において学校教育又は社会教育に関す
る指導等を行う者
・免許状更新講習の講師（有効期間満了2か月
前までに2年以上務めた者）など

⒞有効期間の延長
　指導改善研修中の教員や、以下の理由により
免許状更新講習を受講・修了することが困難で
ある場合、都道府県教育委員会に申請すること
によって、相当の期間を定めて、修了確認期限
を延期することが可能である。
・休職中であること
・産休、育休、病気休暇、介護休暇中であるこ
と
・地震、積雪、洪水その他の自然現象により交
通が困難となっていること
・海外派遣中であること
・専修免許状取得のための課程に在籍している
こと
・教員となった日から有効期間満了日（修了確
認期限）までの期間が2年2か月未満であるこ
となど

⒟免許状更新講習の開設者と実施形態
　免許状更新講習を開設することが出来るの
は、①大学、大学共同利用機関、②指定教員養
成機関（専修学校など文部科学大臣の指定を受
けている機関）、③都道府県・政令指定都市・
中核市の教育委員会、文部科学大臣が指定する
独立行政法人や公益法人などである。講習は、
長期休業期間中や土日に開講される。また、通
信・インターネット・放送なども認められてい
る。免許状更新講習の講師を担当することの出
来る者は、①大学の教授・准教授・講師、②指
定教員養成機関、大学共同利用機関の職員、③
教育委員会の指導主事などである。

⒠免許状更新講習の内容
　受講者は、それぞれの専門や課題意識に応じ
て、教職課程を持つ大学などが３つの領域で開
設する講習の中から必要な講習を選択する。具
体的には、表３の通りである。教員免許状を更
新するためには、必修領域から６時間以上、選
択必修領域から６時間以上、選択領域から18
時間以上、合計30時間以上修了しなければな
らない。なお、必修領域とは、全ての受講者が
受講する領域で、選択必修領域とは受講者が所
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
領域で、選択領域とは受講者が任意に選択して
受講する領域のことである。

（３）課題
　以上、教員免許更新制度の枠組みについて述
べてきたが、この制度の課題は、更新講習を受
講する者が制限されていることである。具体的
には、教員採用試験に不合格になり受験勉強を
している浪人生や、塾などの民間企業・一般公
務員などに就職した者は、受講対象にならない。
これらの場合、10年経過後免許状が失効する。
ただし、2008年度以前の教員免許状（旧免許状）
を得た者については、失効状態にはなるが消滅
するわけではないため、更新講習の受講義務を
満たした状態で回復講習を受講すれば免許状が
新たに授与される。2009年度以降に授与され
た免許状（新免許状）については、まだ更新期
限が来ていないが、期限が10年とされている
ため、一度効力を失うと教員になりたくとも更
新講習を受講することが出来ず、免許状の効力
を再び回復することが出来なくなる可能性があ
る。

（４）教員免許更新制度の修了状況
　最後に文部科学省が実施する免許状更新講習
の修了状況等に関する調査を見ることによって
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実施状況について概観する17）。調査対象は、平
成27年３月31日に更新講習修了期限を迎えた
国立・公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校の現職
教員（正規職員及び臨時職員）である。
　現職教育職員は、90,879人で、修了確認者
73,109人（80.45%）、受講免除認定者12,317人

（13.55%）、修了確認期限延期認定者5,209人
（5.73%）である。修了確認がされなかった者は、
244人（0.27%）で、その内訳は、修了確認期
限経過以前に辞職し免許状が失効しなかった
者197名（0.22%）、免許状が失効した者47名

（0.05%）となっている。失効者の失効後の勤

務状況は、平成27年４月１日付で普通免許状
の授与を受けて勤務20名、平成27年４月２日
以降付で普通免許状の授与を受けて勤務２名、
普通免許状を必要としない職（管理職、事務職
員等）として勤務12名、平成27年３月31日に
任期が満了し、教育職員を退職12名、勤務状
況が不明１名となっている。

おわりに
　本論文では、教員免許状制度の枠組みと教員
免許更新制度の概要についてまとめた。まず、
教員免許状の類型では幼稚園、小学校、中学校、

表3　免許更新講習の内容

領　　域 事　　　項 時　　間

必修領域

イ　国の教育政策や世界の教育の動向

6 時間以上
ロ　教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ　子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支

援教育に関するものを含む）
ニ　子どもの生活の変化を踏まえた課題

選択必修領域

イ　学校を巡る近年の状況の変化

6 時間以上

ロ　学習指導要領の改訂の動向等
ハ　法令改正及び国の審議会の状況等
ニ　様々な問題に対する組織的対応の必要性
ホ　学校における危機管理上の課題
ヘ　教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実

施、評価及び改善の一連の取り組み
ト　学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、

活用及び探求の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善
チ　教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む）
リ　進路指導及びキャリア教育
ヌ　学校、家庭及び地域の連携及び協働
ル　道徳教育
ヲ　英語教育
ワ　国際理解教育及び異文化理解教育
カ　教育の情報化（情報通信技術を利用した指導及び情報教育（情報モラ

ルを含む）等）
ヨ　その他文部科学大臣が必要と認める内容

選択領域 幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題 18 時間以上
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高等学校の教員免許状についてまとめたが、中
学校と高等学校の教員免許は一定の柔軟性があ
ることがわかった。具体的には、条件付きで中
学校・高等学校の教員免許保持者が小学校の教
科・外国語活動・総合的な学習の時間を担任出
来ることや、高等学校の教員免許保持者が中学
校の教科・総合的な学習の時間を担当出来るこ
とである。教員免許状の種類では、３つの教員
免許状についてまとめたのだが、最も新しい特
別免許状取得者の数が極端に少ない。これは、
教員免許を有していない社会人が教師を目指す
ことが難しい状態であることを示している。そ
の一方で、臨時免許状の取得者数や特別非常勤
講師への届出状況が多いことから、普通免許状
の教員のみで対応できない学校現場は、臨時免
許状の保持者と特別非常勤講師を柔軟に利用し
ていることがわかった。
　教員免許更新制度は、それまで無期限であっ
た普通免許状を10年間の期限を設けることに
よって、教師がその時代に必要とされる資質能
力を身に付けさせるために始まった制度であ
る。しかし、その有効性を検証することは非常
に困難である。特に、期限内に講習を修了しな
かった教師の割合が全体の0.27%という少数で
ある状況を見る限り、免許更新制が実質的に形
骸化していると言えよう。
　2017年度に改訂される予定の学習指導要領
では、小学校の英語が正式教科になることが予
定されている。文部科学省は、英語での授業を
拡充するために、都道府県教育委員会に特別免
許状の対象者の拡大を促している。もしそのよ
うになれば大学での教職課程を軸にした教員免
許制度が崩れる可能性が出てくるであろう。

注

１）教育職員免許法第2条における幼保連携型認定
子ども園とは、義務教育及びその後の教育の基
礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対
する教育並びに保育を必要とする子どもに対す
る保育を一体的に行い、これらの子どもの健や
かな成長が図られるよう適当な環境を与えて、
その心身の発達を助長するとともに、保護者に
対する子育ての支援を行うことを目的として設
置される施設をいう。

２）教育職員免許法附則第15項では、「養護教諭の
免許状を有する者（三年以上養護をつかさどる
主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがあ
る者に限る。）で養護をつかさどる主幹教諭又は
養護教諭として勤務しているものは、当分の間、
第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校

（幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。）
において、保健の教科の領域に係る事項（小学
校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校
の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部
に係る事項で文部科学省令で定めるもの）の教
授を担任する教諭又は講師となることができる」
としている。

３）教育職員免許法附則第16項では、「幼稚園、小
学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有
する者は、当分の間、第三条第一項から第三項
までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当
する各部の主幹教諭（養護又は栄養の指導及び
管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、
教諭又は講師となることができる」としている。

４）教育職員免許法附則第20項では、「小学校の教
諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する
者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第
四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学
校の前期課程又は後期課程の主幹教諭（養護又
は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を
除く。）、指導教諭、教諭又は講師となることが
できる」としている。

５）教育職員免許法附則第17項では、「中学校の教
諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有す
る者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び
第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育
学校の前期課程における教科又は後期課程にお
ける教科の教授又は実習を担任する主幹教諭、
指導教諭、教諭又は講師となることができる」
としている。
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６）臨時教育審議会は、当時の中曽根康弘内閣直属
の諮問機関であり、1984年に成立した臨時教育
審議会設置法に基づいて設置された。設置期間
は、1984年8月21日から3年間であった。その
第1条で設置の趣旨として、「社会の変化及び文
化の発展に対応する教育の実現の緊要性にかん
がみ、教育基本法の精神にのつとり、その実現
を期して各般にわたる施策につき必要な改革を
図ることにより、同法に規定する教育の目的の
達成に資するため」としている。

　 　 H Y P E R L I N K  " h t t p : / / w w w . s h u g i i n .
g o . j p / i n t e r n e t / i t db_hou s e i . n s f / h tm l /
houritsu/10119840808065.htm" http://www.
shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/
houritsu/10119840808065.htm

　　（平成28年11月30日確認）
７）文部科学省もしくは文部科学省が委嘱する大学

が実施する教員資格の認定試験であり、幼稚園
教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験、
高等学校教員資格認定試験、特別支援学校教員
資格認定試験の４つから成る。ただし、2004年
度以降高等学校教員資格認定試験は、行われて
いないため、現在は幼稚園、小学校、特別支援
学校の3つで実施されている。合格すると、幼
稚園二種免許状、小学校二種免許状、特別支援
学校一種免許状を取得することが出来る。

８）教育職員免許法第９条の５では、「教育職員で、
その有する相当の免許状（主幹教諭（養護又は
栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除
く。）及び指導教諭についてはその有する相当学
校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭
についてはその有する養護教諭の免許状、栄養
の指導及び管理をつかさどる主幹教諭について
はその有する栄養教諭の免許状、講師について
はその有する相当学校の教員の相当免許状）が
二種免許状であるものは、相当の一種免許状の
授与を受けるように努めなければならない」と
されている。

９）二種免許状を取得した後に、一種免許状の認定
課程を有する大学、認定講習又は公開講座等で
一定単位を修得すると一種に切り替えることが
出来る。

10）「教育免許状の授与状況(1)」『教育委員会月報』
平成28年5月号、55頁。

11）同上、58頁。
12）同上、56頁、64頁
13）同上、56頁、66頁。

14）八尾坂修「教員免許更新制をめぐる今日的論議」
九州大学大学院人間環境学研究院『教育経営学
研究紀要』第8号、2005年、ⅳ頁。

15）HYPERLINK "http://www.mext.go.jp/b_
menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/
attach/1337010.htm" http://www.mext.go.jp/
b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/
attach/1337010.htm

　　（平成28年11月30日確認）
16）同上。
17）HYPERLINK "http://www.mext.go. jp/a_

menu/shotou/koush in/012/__ icsF i l es/
a f i e l d f i l e / 2 0 1 5 / 1 2 / 1 7 / 1 3 6 4 8 1 2 _ 1 .
pd f "  h t tp : / /www.mext . go . j p /a_menu/
s h o t o u / k o u s h i n / 0 1 2 / _ _ i c s F i l e s /
afieldfile/2015/12/17/1364812_1.pdf 

　　（平成28年11月30日確認）




