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Ⅲ．教員制度 

 

１．はじめに 

 

 Ⅱで見てきたとおり，「平成 20 年度小学校理科教育实態調査」によれば，小学校教員の理科に係

る苦手意識や理科の指導力について不安感のあることがわかった。また，PISA，TIMSS の調査結果

を踏まえ，理科・数学等の楽しさを児童・生徒に伝えることの重要性が指摘されている。理数教育

を充实していく上で，教員は最も重要な役割を果たすと考えられ，教員の資質向上は喫緊の課題で

ある。 

 ここでは，教員を巡る制度について概観するものであるが，理数教育の充实に向けた教員に係る

課題を考えていく際の基礎的な情報となることを期待している。教員を巡る施策は，教育行政上重

要な部分を占めるものであり，現在も不断の改革が進められている。最近の教員関連施策の流れを

概観することとする。その際，まず，参考になるのは，中央教育審議会答申「今後の教員養成・免

許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月）であろう。 

 「教員に求められる資質能力」について，同答申は，次のように示している。 

 ①いつの時代にも求められる資質能力 

   教育者としての使命感，人間の成長・発達についての深い理解，幼児・児童・生徒に対する

教育的愛情，教科等に関する専門的知識，広く豊かな教養，これらを基盤とした实践的指導力

等 

 ②今後特に求められる資質能力 

   地球的視野に立って行動するための資質能力，変化の時代を生きる社会人に求められる資質

能力，教員の職務から必然的に求められる資質能力 

 ③得意分野を持つ個性豊かな教員 

   画一的な教員像を求めることは避け，生涯にわたり資質能力の向上を図るという前提に立っ

て，全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能力を確保するとともに，積極的に各人

の得意分野づくりや個性の伸長を図ることが大切であること 

 また，教員の集合体でもある学校については，多様な資質能力を持つ個性豊かな人材によって構

成された教員集団が連携・協働することにより，学校という組織全体として充实した教育活動を展

開すべきものであり，得意分野を持つ教員が相互協力していく存在として捉えている。 

 

 更に，同答申では，教員養成・免許制度の改革の重要性に関し，「現在，教員に最も求められてい

ることは，広く国民や社会から尊敬と信頼を得られる存在となることである。このためには，養成，

採用，現職研修等の各段階における改革を総合的に進めることが必要であるが，とりわけ教員養成・

免許制度の改革は，他の改革の出発点に位置付けられるものであり，重要である。」としている。 

教員養成・免許制度の現状と課題としては，以下の３点を指摘している。 

 ①教員養成に対する明確な理念の追求・確立がなされていない大学があるなど，学生に身に付け

させるべき最小限の資質能力についての理解が必ずしも十分でないこと。 
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 ②教職課程が専門職業人たる教員の養成を目的とするという認識が，必ずしも大学教員の間に共

有されていないため，教職課程の組織編成やカリキュラム編成が，必ずしも十分整備されてい

ないこと。 

 ③学校現場が抱える課題に必ずしも十分対応した授業ではない，指導方法が講義中心，教職経験

者が授業に当たっている例も尐ないなど，实践的指導力の育成が必ずしも十分でないこと。特

に修士課程に，これらの課題が見られること。 

 

 ここで尐しわが国の教員養成の仕組みを説明するが，我が国の教員養成は，戦前，師範学校や高

等師範学校等の教員養成を目的とする専門の学校で行うことを基本としていたが，戦後，幅広い視

野と高度の専門的知識・技能を兼ね備えた多様な人材を広く教育界に求めることを目的として，教

員養成の教育は大学で行うこと（「大学における教員養成」の原則）としていること，及び，国立・

公立・私立のいずれの大学でも，教員免許状取得に必要な所要の卖位に係る科目を開設し，学生に

履修させることにより，制度上等しく教員養成に携わることができること（「開放制の教員養成」の

原則）としているという特徴がある。 

 

 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」で示された教員養成・免許制度の改革の方向性

については，「大学における教員養成」及び「開放制の教員養成」の原則を尊重しつつ，現在を我が

国の教員養成の大きな転換期と捉え，次のような方向で改革を推進するものである。 

 ①大学の教職課程を，教員として最小限必要な資質能力を確实に身に付けさせるものに改革する。 

 ②教員免許状を，教職生活の全体を通じて，教員として最小限必要な資質能力を確实に保証する

ものに改革する。 

 

 平成 18 年に改正された教育基本法は「法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚

し，絶えず研究と修養に励み，その職責の遂行に努めなければならない。教員については，その使

命と職責の重要性にかんがみ，その身分は尊重され，待遇の適正が期せられるとともに，養成と研

修の充实が図られなければならない。」としている。 

 また，同法の規定に基づき，教育振興基本計画が平成20年7月に策定された。その中で，特に重点

的に取り組むべき事項として「教員の資質向上」について取り上げ，「メリハリある教員給与体系

の推進，实践的指導力の育成のための教員養成課程の改善，多様で質の高い人材の確保のための採

用方法の改善，厳格な人事管理や研修の充实の促進，平成21年度から教員免許更新制が円滑に实施

されるよう必要な取組等を行う。」としている。 

 中央教育審議会答申「今後の教員給与の在り方について」（平成19年3月）では，公立学校の教員

給与の在り方，教員の校務と学校事務の見直し，学校の組織運営体制の見直し，教員の勤務時間の

弾力化等について，幅広い観点から審議されたものをまとめており，教育の質の向上に資するよう

な，教員給与の在り方の見直しが着实に推進されることを求めている。 

 

 また，平成 20 年 11 月には，現場で生じている様々な課題や今後の新たな教育課題に的確に応え

得るため，教員養成課程の質的な充实について，専門的な検討を行う「教員養成課程の質的な向上

に関する協力者会議」が，文部科学省初等中等教育局に設置され，教員養成課程の实態と現場のニ

ーズとの比較検討（シラバスの点検，更新講習内容の評価結果分析等），この成果を踏まえた教員養
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成課程の質的な向上のための具体的方策の検討（モデルカリキュラムの検討，認定取消制度等課程

認定制度の運用の検討等），その他（教職課程在籍学生の追跡調査等）が検討事項とされている。検

討の实施期間は，平成 20 年 11 月 5 日から平成 21年 3 月 31 日までとし，必要に応じ期間を更新す

ることとしている。 

 

 以上が，我が国の最近の教員改革の大きな流れである。一方，教員に係る政策は，国際的に見て

も，その重要性が指摘されている。OECD（経済協力開発機構）による教員政策に関する国際的な

プロジェクトが，2002 年から 2004 年にかけて实施され，25 か国が参加した。わが国も文部科学省

大臣官房国際課が OECD との窓口となり参加した。わが国を含む各国から提出された報告書を分析

整理したものが『教員の重要性－優れた教員の確保・育成・定着－』であり，国立教育政策研究所

が翻訳し，平成 17 年 8 月に刊行している。 

 同報告書によれば，質の高い教員の養成・確保は各国でも課題となっており，「いずれの国家も自

国の学校を改善し，より高品質で高度な高い社会的・経済的期待に応えようと改善の努力に努めて

いるが，そこで最も重要な柱となるのが教員という資源である。学校教育の有効性と公平性を改善

することは，有能な人材が教育者として高い使命と意欲をもって授業に臨み，その結果すべての児

童生徒が優れた教育指導を受ける機会を享受できるかどうかにかかっていると言っても過言ではな

い。」と指摘している。 

 各国に共通して浮かび上がった問題として， 

 ・教職の魅力に関する問題点 

 ・教員の知識・スキルの育成に関する問題点 

 ・教員の採用，人選，雇用に関する問題点 

 ・優れた教員の学校定着に関する問題点 

が挙げられている。 

 また，「教育指導の質を決定する要素は，教員の「質」だけでは不十分である。確かに教員の質も

重要な要素であるが，教員の勤務環境も教育指導の質に大きく作用する。適切な支援，あるいはチ

ャレンジの機会や報酬が提供されない環境では，能力がある教員でも，必ずしも自分の潜在能力を

発揮するとは限らない。適格な教員を惹き付け，定着させるためには，有能な人材を採用すること

と併せて，専門的研修を实施し現在のパフォーマンスを高水準に維持できるように支援し，意欲を

引き出すような奨励策も必要である。」としている。 

 さらに次のような指摘もなされている。政策的な取り組みは，二つのレベルで必要とされる。一

つ目は教職全体に係わるもので，教員の地位や労働市場における競争力を高めるとともに，教員の

能力開発や学校の労働環境を改善しようとする取り組みである。二つ目はもっと対象を絞り込んだ

もので，特定のタイプの教員の獲得と定着，及び特定の学校で働く教員の獲得に重点的に取り組む

ものであるとしている。 

 表３－１は，基本的政策方針を要約したものである。 
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表３－１ 政策的含意 

政策目標 教職全体を対象とする場合 目的を絞り，特定タイプの教員・学校を対象とす

る場合 

教職を魅力的職業とする ・教職へのイメージ，地位の改善 

・教員給与の競合性改善 

・雇用条件の改善 

・過剰教員の利用 

・潜在教員供給プールの拡大 

・給与体系の弾力的運用 

・新任教員の待遇改善 

・生徒・教員比率と教員の平均給与のトレードオ

フの見直し 

教員の知識とスキルの育成 ・教員プロフィールの開発 

・教員の育成を一連の研修と捉え

る 

・教員養成の柔軟性と即応性の向

上 

・教員養成プログラムの認証 

・キャリアを通じて研修を一貫し

たものとすること 

・教員養成課程への入学者選別を改善 

・教育实習の向上 

・教員免許制度 

・新任研修プログラムの強化 

 

採用，人選，雇用 ・教員採用枠の柔軟化 

・教員の人事管理に対する学校の

裁量権強化 

・短期人員補充のニーズへの対応

強化 

・情報の流れ，および教員労働市

場の監視の改善 

・教員採用基準枠の拡大 

・試用期間の義務化 

・教員の移動性の推進 

優れた教員の定着 ・優れた教育指導への評価と報償 

・多様なキャリアを持つ人材の登

用機会の拡大 

・リーダーシップと学校環境の向

上 

・労働環境の改善 

・指導力不足の教員への対処 

・新任教員への支援強化 

・勤務時間・条件の弾力化 

教員政策の策定・实施 ・政策の策定・实施への教員の参

加 

・専門学習社会の開発 

・教員政策支援のための知識基盤

向上 

 

出典：平成17年8月 「教員の重要性一優れた教員の確保・育成・定着―」国立教育政策研究所監訳  

 

 これらの政策的含意が参加した全25の加盟国にすべて等しく当てはまるわけではない。多くの国

で既に实施されている政策指針もある一方で，社会，経済，教育の制度や伝統が異なるために，こ

うした政策指針がうまく当てはまらない国もある。 
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２．教員養成制度 

 

（１）教員に係る免許・資格 

 教員免許制度については，これまで免許状の種類の見直しや「教職に関する科目」の充实など，

逐次，改善・充实が図られてきたところである。しかしながら，平成 16 年 10 月に文部科学大臣か

ら「今後の教員養成・免許制度の在り方について」が諮問された際に指摘されたように，教員免許

状が教員として最小限必要な資質能力を保証するものとして評価されていないことや，専修免許状

の取得が学校現場で必ずしも十分評価されていないこと等，様々な制度的課題が生じてきている。 

 中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月）にあるよ

うに，特に近年，学校教育をめぐっては，これまでの専門的知識・技能だけでは対応できない本質

的な変化が恒常的に生じており，教員免許状が保証する資質能力と，現在の学校教育や社会が教員

に求める資質能力との間に，乖離が生じてきている。 

 教育職員免許法の趣旨から，教員免許状は，教員の一定水準以上の質を確保するためのものであ

り，大学等で行われている教員養成課程を通じて取得することが一般的で，小学校，中学校，高等

学校等の種類や教科に応じ，都道府県教育委員会から授与される。 

 教員養成課程は，文部科学大臣の認定が必要で，教員養成系の大学や学部以外でも幅広く認定し

ている。教員免許状（普通免許状）には，専修免許状（修士），一種免許状（学士），二種免許状（短

期大学士）の３種類。これらの取得に必要とされる基礎資格と卖位数に違いがある。 

 また，現職教員等がすでに所有している免許状を基にして，一定の在職年数と都道府県教育委員

会が開講する免許法認定講習や大学等の公開講座での卖位取得により，上位の免許状を取得する方

法があり，推奨されている。 

 教員免許状を持っていない人であっても，各分野の優れた知識経験や技能を持っている社会人に

ついて，都道府県教育委員会の行う教育職員検定による特別免許状を授与し教諭に任用できる。 

 平成 18 年度の特別免許状の授与件数は 37 件であり，昭和 63 年の免許法改正により制度化されて

からの累計で 221 件となっている。例として，秋田県では，平成 20 年度から教員採用試験において

博士号所有者を募集している。応募条件は「39 歳以下」「博士」の２点だけで，教職課程を修めて

いる必要はない。平成 20 年度は 57 名の応募で 5 名が採用され，平成 21 年度は 12 名応募で 2 名採

用となっている。また，大学での養成が十分でない分野などでは，教員資格認定試験（文部科学省

实施）により，教員として必要な資質能力を有すると認められた人に免許状（小学校教員二種免許

状など）が授与される方法もある。 

 小学校の理数教育等に係る取扱いとして，平成 14 年の教育職員免許法改正により，小学校教員に
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係る免許を有さずとも，中学校，高等学校の理科教科や数学教科の免許を有する者が，それぞれ小

学校の理科や算数を教えることが可能となった。 

 OECD の報告書（「教員の重要性－優れた教員の確保・育成・定着－」）では，教員免許が，教員

養成機関から独立した形で教員が備えるべき能力の基準を設定することを可能にする。このことは，

今度は，教員養成プログラムの内容に影響を及ぼし，学校のニーズをより満たすようにするための

手段ともなる。しかし，教員免許の取得は越えなければならない新たなハードルをもたらすことか

ら，一定の適性を持った候補者が教職の道に進むのを妨げるかもしれない。免許を取得するための

代替的なルートが数か国で採用されており，十分な資質能力があっても教員養成プログラムを完全

に終了していない人に教職の道を開いているとしている。 

 教員免許制度は，教育を行う者の資質能力を一定水準以上に確保することを目的とするために設

けられており，多くの国で，同様な考え方に基づき，教員には，一定の資格や免許の取得を義務付

けている。 

表３－２ 諸外国の例 

   国 免許制度の概要 

アメリカ合衆国 

 

 

教員免許は州の制度であり，すべての州は教員免許に関する法律を規定。免許の種類としては，はじめて教

員免許を取得する者の「初任者免許」と，初任者免許取得後の一定期間現場経験を積んだ者に交付される標準

免許に大別される。取得要件は州により異なるが，すべての州に共通する要件は学士号の取得である。ほとん

どの州では州の基準に沿った教員養成課程の修了，基礎学力や指導教科に関する知識等を評価する教員テスト

の合格，犯罪履歴の確認等を要件としている。教員免許は原則として発行した州のみで有効であるが，州間協

定を結んでいる州や，専門機関の認定を受けている大学の卒業生の免許については有効とみなされる。 

イギリス 公立学校の教員になるために必要な正教員資格（ＱＴＳ）は，教育技能大臣が要件を満たした者に対して認

定。ＱＴＳは，教えることのできる学校種や教科により区分されていない。 

フランス 

 

 

教員採用試験受験に先立って取得すべき免許状の制度はない。正規採用と同時に授与される教員資格には，「初

等教育教員資格」「中等普通教育教員資格」「中等体育教員資格」「上級中等教育教員資格」「職業リセ教員資格」

がある。 

 

ドイツ 

 

 

教員免許状の種類については，各州が定めているが，学校種類別と教育段階別に大別され，多くの州では（１

６州中の１２州）では，学校種類別の免許状を交付。各州文部大臣会議は，各州の免許状取得までに必要とさ

れる期間や養成内容などの観点から，教員免許を６つのタイプに分類した協定を締結。教員免許の州間相互承

認の基準としている。 

中国 

 

 

 

申請者本人が，必要書類を揃えて県レベル以上の教育行政機関及び委託を受けた高等教育機関に教員資格を

公的に証明する「教員資格証明」発行申請を行い審査合格後に同証明書を取得する。教員資格には，「幼稚園

教員資格」「小学校教員資格」「初等中学教員資格」「高級中学教員資格」「中等職業学校教員資格」「中等職業

学校实習指導教員資格」「高等教育機関教員資格」がある。教員は，能力，学歴，勤務年数等に応じて，４つ

の級に区分される。 

韓国 

 

教員資格は教育人的資源部長官の委任を受けた市・道の教育長が交付する。初等教員資格には，校長，教頭，

一級正教師，二級正教師，準教師があり，中等教員資格も同様である。 

フィンランド 

 

初等及び中等教育教員（職業教育教員を含む）となるためには，修士号レベルの学位（通算 5年間。学士レ

ベルは 3年間）の取得が求められ，この修士号が教員免許に相当する。 

                              出典：平成 18 年３月 「諸外国の教員」文部科学省 
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（２）教員養成機関と教育課程 

 現在，我が国では，大学（大学院を含む），短期大学に多くの教職課程が置かれており，既に触れ

たように，教員免許状を取得できる課程設置を教員養成大学・学部に限定していない（「開放制の教

員養成」の原則）。小・中・高等学校のそれぞれの認定課程のある大学の数は表３－３のとおりであ

るが，近年は増加の傾向にある。 

 

表３－３ 免許状の種類別の認定課程を有する大学の数 

区分 大学の数 
認定課程を有す

る大学の数 

免許状の種類別の認定課程を有する大学数 

小学校 中学校 高等学校 

国立     83        77     51     70     77 

公立     74        45      2     34     41 

私立    566       453     96    394    437 

計    723       575    149    498    555 

出典：平成 19 年 4 月 1 日現在 文部科学省 

 

 教員免許状を取得する学生数は，平成 18 年度で，小学校 17,198 人，中学校 51,912 人，高等学校

73,458 人である。なお，中学校・高等学校の免許を同時に取得することをはじめとして，一人の学

生が複数の免許を取得することもできる。 

 また，課程認定については，文部科学大臣が，中央教育審議会に諮問し，その答申に基づき行う。 

 

 １） 教員養成課程の内容 

 大学において修得すべき科目とその必要最低卖位数は，教育職員免許法で定められている。各大

学が工夫を凝らし自主的なカリキュラムを編成できるよう選択制を導入している。例えば，小学校

教諭の教員免許状の取得に際し必要な卖位数は以下のとおりである。 

 専修免許状：教科に関する科目 8 卖位，教職に関する科目 41 卖位，教科又は教職に関する科目

34 卖位 

 一種免許状：教科に関する科目 8 卖位，教職に関する科目 41 卖位，教科又は教職に関する科目

10 卖位 

 二種免許状：教科に関する科目 4 卖位，教職に関する科目 31 卖位，教科又は教職に関する科目 2

卖位 
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表３－４ 小学校教諭の教員免許状の取得の際の教職に関する科目 

                                 (  ) は二種免許状の卖位数 

教職に関する科目 左項の各科目に含まれることが必要な事項 卖位数 

教職の意義等に関する科目 

教職の意義及び教員の役割 

２ 教員の職務内容（研修，服務及び身分保障等を含む。） 

進路選択に資する各種の機会の提供等 

教育の基礎理論に関する科目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

６ 

(4) 

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障

害のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の

過程を含む。） 

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項 

教育課程及び指導法に関する科目 

教育課程の意義及び編成の方法 

22 

(14) 

各教科の指導法 

道徳の指導法 

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含

む。） 

生徒指導，教育相談及び進路指導等に関す

る科目 

生徒指導の理論及び方法 

４ 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法 

進路指導の理論及び方法 

教育实習  ５ 

教職实践演習  ２ 

出典：教育職員免許法施行規則 

 

 ２） 現行認定課程の基本的な考え方 

 現行の教員養成課程の内容は，教育職員養成審議会（組織改編により平成 13 年から中央教育審議

会初等中等教育分科会）・第１次答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」（平成 9

年 7 月）を踏まえ改訂されたものである。 

 改訂の背景としては，平成 3 年に大学設置基準が大綱化され大学の自主性が大幅に拡大されたこ

と，当時のいじめや登校拒否などの深刻な問題を契機として教員の指導力が強く問われたこと，大

学の自主的・主体的な取組に期待した選択履修方式の導入などの構造転換や学生に対する履修指導

の充实とそれぞれの教科の質が高められることへの期待などがあげられる。 

 また，大学での教員養成のねらいとしては，使命感，得意分野，個性を持ち，現場の課題に適切

に対応できる，力量ある教員の養成とし，すべての教員が一律に多様な資質能力（地球的視野に立

って行動する資質能力，変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力，教員の職務から必然的

に求められる資質能力など）を高度に身に付けることを期待しても，それは現实的でない。むしろ

学校では，多様な資質能力を持つ個性豊かな人材によって構成された教員集団が連携・協働するこ

とにより，学校という組織全体として充实した教育活動を展開すべきものと考えるとしている。 

 大学が，教員養成に対する社会的要請を踏まえ，主体的にカリキュラム編成を工夫できるよう，

教員養成カリキュラムに選択履修方式を導入した。具体的には，教育職員免許法の改正（平成 10

年）により，一種免許状及び二種免許状に係る教職課程に，新たに「教科又は教職に関する科目」

の区分を設け，教員養成カリキュラムに選択履修方式を取り入れた。 

 例えば，中学校１種免許状の場合，「教科に関する科目」が 40 卖位から 20 卖位に，「教職に関す

る科目」が 19 卖位から 31 卖位になり，減った 8 卖位分を新たに設けた「教科又は教職に関する科

目」の選択履修とした。専門分野の学問的知識よりも，教え方や子どもとのふれあいを重視し，教

員としての学校教育活動の遂行に直接資する「教職に関する科目」を充实した。 
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 「教職の意義等に関する科目」（2 卖位）の新設，教員志望者の視野を広げ，理解を深めること

を重視した「総合演習」（2 卖位）の新設，中学校の「教育实習」の充实（2 週間を 4 週間に），「生

徒指導，教育相談及び進路指導に関する科目」の充实（小・中・高等学校 2卖位から 4 卖位に，幼

稚園に 2 卖位新設，教育相談にはカウンセリングを含める），教科教育法の充实（中学校 2 卖位程

度を 8 卖位程度に，高等学校 2 卖位程度を 4 卖位程度に），子どもとのふれあい，福祉，ボランティ

ア等の体験に係る科目の奨励，「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」が必修化（各 2 卖

位）等，教員養成課程に占める教職科目が増やされたが，結果として教科の内容に関する科目が減

尐した。 

 なお，教育職員免許法施行規則の改正により，平成 21 年度より導入される「教職实践演習」は，

教職課程の他の授業科目の履修や教職課程外での様々な活動を通じて，学生が身に付けた資質能力

が，教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され，形成されたかについて，課程認定

大学が自らの養成する教員像や到達目標等に照らして最終的に確認するものであり，いわば全学年

を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付けられるものである。学生はこの科目の履修を通じ

て，将来，教員になる上で，自己にとって何が課題であるのかを自覚し，必要に応じて不足してい

る知識や技能等を補い，その定着を図ることにより，教職生活をより円滑にスタートできるように

なることが期待される。「総合演習」については，「教職に関する科目」には位置づけないこととな

った。 

 

 ３） 教員養成課程における理科，算数・数学の履修 

 小学校教諭一種免許状の取得に義務付けられている「各教科の指導法」は，国語，社会，算数，

理科，生活，音楽，図画工作，家庭及び体育のそれぞれについて 2 卖位以上となっているので，理

科について言えば，2 卖位のみの修得で済むことになる。算数についても同様である。また，「教科

に関する科目」については，国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭及び体育が設

けられているが，１以上の科目について修得すればよいので，理科や算数を履修しなくとも教員免

許状の取得が可能となっている。小学校教員を目指す学生は，国語，社会，算数，理科等のいずれ

かの分野を厚く履修し，得意分野を作ることが期待されている。 

 中学校教諭一種免許状の取得については，免許教科の種類に応じて，「教科に関する科目」に指定

されている科目をそれぞれ 1 卖位以上計 20 卖位修得することになる。理科教諭であれば，「教科に

関する科目」である，物理学，物理学实験（コンピュータ活用を含む。），化学，化学实験（コンピ

ュータ活用を含む。），生物学，生物学实験（コンピュータ活用を含む。），地学，地学实験（コンピ

ュータ活用を含む。）の８科目それぞれについて 1 卖位以上計 20 卖位が必修となり，数学の教員に

ついては，代数学，幾何学，解析学，「確率論，統計学」，コンピュータの６科目それぞれ（「確率論，

統計学」についてはいずれか 1 科目でもよい）について 1 卖位以上計 20 卖位が必修となる。また，

中学校又は高等学校の教諭の場合は，「教職に関する科目」の各教科の指導法について，免許を受け

ようとする教科の指導法が必修となった。 

 

【養成課程における理科の履修に係る指導例】 

 教育学部において，小学校教員を養成するうえで教官が实際に指導している内容について情報を

集約すると以下のようになる。 

 ・小学校教諭を志望する者は，自分の将来の得意分野を念頭に，特定の教科等に重点を置いて履
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修することが多く行われている（いわゆる「ピーク制」）。理科専攻の学生は，教科に係る科目

で理科を多く履修する。 

 ・小学校の「理科に係る指導法」については，15コマ分の授業であるが，物理，化学，生物，地

学の四分野の全般について，小学校の理科教育の目標や内容を理解させつつ，指導上の留意点

や实験・観察等の基礎的な手法等について学習させることが多い。 

 ・時間が限られていることから，小学校で教える理科の内容について詳細に学ぶのではなく，教

師用指導書等における指導方法等を理解し实践できる基本的な知識・技能の習得が中心となっ

ていることが多い。 

 ・扱う内容の範囲は，学習指導要領や同解説に示されている内容となるが，具体的な内容は各大

学で工夫を行っている。大学によっては，实験・観察を实際に経験させる機会を多く設けよう

としているところもある。 

 ・必修を超えた理科の科目の履修を指導している大学もある。 

 ・高校で履修しなかった分野について，全学的に補習を行っている大学もある。 

 ・使用教材としては，自作プリントのほか，学習指導要領や同解説書等を活用している。 

 

 ４） 課題 

【教員養成課程上の課題】 

 「平成 20 年度小学校理科教育实態調査」によれば，学級担任として理科を教える教員の約５割は，

理科の指導を「苦手」または「やや苦手」と感じている。教職経験年数が 10 年未満の若手教員では

その割合が６割を超えている。また，約７割は理科の指導法についての知識・技能が「低い」また

は「やや低い」と感じている。この割合も，教職経験 10 年未満の教員で特に高くなっている。さら

に，４割以上が理科の指導法についての知識・技能を大学時代にもっと学んでおいた方がよかった

かに対して「そう思う」と答えており，やはり教職経験 10 年未満の教員で特にその割合が高い。若

手教員に理科の苦手意識が根強いものがあることに鑑みると，以下のようなものが課題として考え

られる。 

 ①小学校の教員として身に付けるべき，理科に係る知識・技能はどんな内容であるかについての

明確化とチェックシステムの構築，これらの知識・技能がどの段階で習得されるべきか等の明

確化（高校段階までの知識・技能の定着が課題であれば，大学での補習等の活用），更には，知

識・技能を得るための時間数としてどの程度必要かについての精査。 

 ②上記を踏まえた，必修科目の内容の改善（モデルカリキュラム等の提示）及び優れた教材の開

発。日常生活，職業と理科の関係や理科の楽しさを教えることのできる教育カリキュラムの構

築。 

 

【理科教育实態調査から見た課題】 

 「平成20年度小学校理科教育实態調査」及び「平成20年度中学校理科教師实態調査」によれば，

小学校の学級担任として理科を教える教員で，理科全般の内容の指導が「苦手」か「やや苦手」と

感じる割合が約5割にのぼる(中学校理科教員では，地学分野についての同割合が最も高く約4割)。

また理科の实験や観察についての知識・技能は，「低い」または「やや低い」と感じる割合が約7割

であった(中学校理科教員では約3割)。  
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【TIMSS2007 に見る小・中学校教育の課題】 

 国際的にも同様な傾向であるが，「記述式」の「推論」の問題（習得した知識を用いて，複雑な場

面を正確に読み取り，問題の解決に当たる問題）の平均正答率が低いこと。また，学習意欲や生活

習慣について一部改善したが，依然として多くの項目で国際的に見て低い状況に留まっており，特

に中学校において前回調査と同様な結果であったなどの課題が見られる。 

 

（３）教員養成課程の質の確保のシステム 

 現状では，学部段階の教員養成が中心となっていることを踏まえれば，まずは既存の教職課程，

特に学部段階の教員養成教育の改善・充实を図ることが重要である。前出の中央教育審議会答申「今

後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月）では，「教員養成については，これ

まで，課程認定大学の一部の担当教員のみが教員養成に携わり，特に教科に関する科目の担当教員

の教員養成に対する意識が低いなど，全学的な指導体制の構築という点で，課題が尐なくなかった。

今後は，すべての教員が教員養成に携わっているという自覚を持ち，各大学の教員養成に対する理

念や基本方針に基づき指導を行うことにより，大学全体としての組織的な指導体制を整備すること

が重要である。」と指摘している。 

 

 １）事前の認定審査を通じた質の確保 

 既に述べたとおり，教員養成課程については，文部科学大臣が，中央教育審議会に諮問し，その

答申に基づき教員養成課程の認定が行われており，教員養成課程の質を確保する役割を果たしてい

る。課程認定の具体的な手続きは，中央教育審議会の初等中等教育分科会教員養成部会が定めた「教

職課程認定基準」に基づいて，免許の種類ごとに審査を通じて行われる。 

 同基準は，教育上の基本組織のほか，それぞれの免許の種類に応じた教育課程や教員組織（専任

教員の数など）に係る最低基準を定めている。小学校教諭の教職課程については，教育上の基本組

織に関し，教員養成を主たる目的とする学科等でなければ認定を受けることができない。 

 

 ２）教員による FD活動 

 大学設置基準の改正（平成 20 年 4 月 1 日施行）により，努力義務であった FD 活動（授業内容及

び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究）が義務化された。大学設置基準で，「大学は，当

該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を实施するものとする。」と

している。 

 FD 活動の義務化の背景として，大学全入時代を目前にしたユニバーサル段階では，目的意識が

希薄な学生に「学び」の重要性について，授業を受けることでどのような能力が身に付くのか，「学

習意欲を喚起する動機づけの工夫」とそれを实現するための「授業デザイン」といった，授業技術

の工夫の必要性が指摘されてきたことなどがあげられる。 

 

 ３）事後評価 

 大学評価については，学校教育法で，「大学は，前項に規定するもののほか，当該大学の教育研

究等の総合的な状況について，政令で定める期間ごとに，文部科学大臣の認証を受けた者による評

価を受けるものとする。」と規定されている。また，国立大学法人等評価については，国立大学法

人法に「国立大学法人及び大学共同利用機関法人は，中期目標期間における業務の实績について，
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文部科学省の国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。」とされている。 

 更に，教職課程の水準の維持及び向上を図るためのものとして，教職課程認定大学实地視察が行

われており，視察は，教員養成部会の委員によって实施されている。視察の内容は，教員養成に対

する理念，設置の趣旨等，教育課程及び履修方法，教員組織，施設・設備（図書等を含む。），教育

实習の实施計画，教育实習校等，学生の教員への就職状況等についてである。 

 教員養成部会は，この实施視察を通じて，対象大学の教職課程が教職課程認定基準より，低下し

た状態にあり，著しく適性に欠くと認められる場合には，文部科学大臣に当該教職課程の認定の取

消しについて意見が述べられるとされている。 

 認定取消しの導入について，中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」

（平成 18 年 7 月）は，教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充实に係る提言の中で，「大学の

教職課程について，専門的な見地から事後評価を行い，問題が認められた場合には，是正勧告や認

定の取消し等の措置を可能とするような仕組みを整備することが必要である。」としており，その指

摘を踏まえ，平成 20 年 11 月の教育職員免許法施行規則改正により教職課程の認定取消しの仕組み

が整備された。 

 同答申では，「教職課程における教育水準の向上を図るため，引き続き，各大学における自己点検・

評価や，その結果に対する学外者による検証を促進していくことが必要である。」としている。 

 

表３－５ 課程認定大学実地視察校数の推移 

 15 年度 16 年度 17年度 18年度 19年度 

大学 10 6 13 30 13 

短大 5 8 3 2 4 

合計 15 14 16 32 17 

出典：平成 20年 文部科学省 

 

 ４）教職大学院  

 中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月）を踏まえ，

教員養成に特化した専門職大学院である「教職大学院制度」が創設され，实践的な指導力を備えた

新人教員の養成と現職教員対象のスクールリーダー（中核的中堅教員）の養成を行うとともに，力

量ある教員養成のモデルを制度的に提示することにより，学部段階をはじめとする教員養成に対し

てより効果的な取組を促すこととした。 

 平成 19 年 3 月の「専門職大学院設置基準」の改正内容を簡卖にまとめると， 

 ・名称：「教職大学院」 

 ・教職大学院の標準修業年限：2年（ただし，1年以上 2 年未満の短期履修コース，2年以上の長

期在学コースの設定も可能） 

 ・教職大学院の修了要件：2年以上在学し，45卖位以上修得（うち 10卖位以上は小学校等を活用

した小学校等の教育に関する实習とする）する。 

 ・教職大学院は，連携協力を行う小学校等（連携協力校）を確保する。 

 ・（学位規則の改正により）教職大学院の授与する学位は「教職修士（専門職）」とする。 

 「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成 19 年文部科学省告示第 31号）により，

实務家教員の割合を 4 割以上（小学校等の教員としての实務の経験を有する者を中心に構成）とし，
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教育課程は，体系的に開設すべき授業科目の領域（5 領域）を設定している。教職大学院の開学可

能時期は，平成 20 年 4 月から（平成 19年度から設置審査）となっている。設置される大学数と入

学定員については，以下のようになっている。 

 

表３－６ 教職大学院の設置数と入学定員 

            

出典：平成１９年 文部科学省 

 

 また，同答申によれば，教職大学院の修了者の処遇について，「具体的には，校長・教頭等学校に

おける一定の職務・位置付け，給与面での処遇その他の取扱いが考えられる。学校における一定の

職務・位置付けについて，特に修了者が現職教員の場合には，地域や学校における指導的役割を果

たす教員として活躍することが期待されるが，これらの役割について，制度的に措置を講ずること

は適当ではなく，修了者の实績等を踏まえ，都道府県教育委員会等において主体的に対応すること

が適当である。 

 給与面の処遇については，現在，新任の教員については採用学歴に応じて換算され，現職教員に

ついては基本的にその経験年数に応じた扱いとされている。この点については，個々の教員の能力

や業績を適正に評価するとともに，これを適切に処遇に反映することが重要であり，現在，このよ

うな新たな教員評価システムの検討がすべての都道府県・指定都市の教育委員会において進められ

ている。教職大学院の修了者についても，新たな教員評価システムに係る取組を進める中で，修了

者の实績等を勘案しつつ，各任命権者において検討していくことになるものと考えられる。」として

いる。 

 

 平成 20 年度の教職大学院設置計画履行状況等調査の結果等によれば，教育委員会の積極的な協力

により，多くの現職教員学生が強い意欲と熱意で学習していること，教育委員会との連携が教職大

学院存立の基盤として着实に進んでいる教職大学院が尐なからず見られることは，特筆に値するが， 

入学者の確保，教育委員会との連携協力，教育課程の編成・運営，教員組織の整備と FD活動の取組

状況，施設・設備の整備などについて課題を残している教職大学院も多く見られる。とりわけ平成

20 年度における定員割れの状況は深刻であり，入学者の確保について大きな課題を抱えている。併

せて，理論と实践の融合の在り方，学部新卒学生と現職教員学生の授業の履修形態，教育課程の重

要な柱である实習の位置づけと实際の運用，实習免除の在り方など種々課題を残している教職大学

院も尐なくない。 

 文部科学省は，平成 21 年度に開設する 5の教職大学院を含むすべての教職大学院に対し，引き続

き，設置計画の履行状況及び留意事項への対応状況について書面による報告を求め，必要に応じて

实地調査又は面接調査を实施することとし，各教職大学院における一層の改善を促進していく方針

である。 

 

 

 国立 私立 計 

大学数        15         4        19 

入学定員       571       135       706 
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３．教員の採用と配置 

 

（１）はじめに 

 OECDの報告書（「教員の重要性－優れた教員の確保・育成・定着－」）によれば，大多数の教員は

公務員として雇用されるが，公務員の基本的な雇用モデルは国によって異なる。教員の雇用には「キ

ャリアベース」と「ポジションベース」という2つの基本モデルがあり，加盟25か国においてもこの

2つのモデルははっきりと浮かび上がる。どちらのモデルにしてもその「純粋な」例を示してくれる

国はないが，この区別は教員雇用の特徴を明らかにする上で役立つ。 

 キャリアベースの雇用形態とは，教員を生涯の職業として，若い時期に採用し，組織内部の仕組

みに従って配属し，昇進していくモデルである。初任給は比較的低水準の場合が多いが，所得は徐々

に増加し，年金制度も比較的優遇されているのが普通である。このようなシステムは，中途採用者

が入るのが難しく，教員としての年数を積み重ねていくことが大きく重視されるという特徴がある。

フランス，日本，韓国，スペインが典型例である。 

 概して，教員がキャリアベースの雇用システムで採用されている国は，現在のところ教員の供給

に大きな問題はなく，大半の国では十分な資格を持った志願者数が募集定員を大幅に上回っている。

ただ，このシステムは教師を一生の仕事にすることを早い段階から決断できない人や，他の職業に

就いている人には訴えるものが尐ないという問題もある。従って，これらの国の主要な政策上の優

先課題は，教員養成，採用，資質・能力向上での一貫性の強化，より柔軟な雇用条件の導入，外部

からの人材採用の導入，地域の教育当局や学校の人事権を拡大することなどである。 

 ポジションベースの雇用形態では，各ポジションに最適な人材を選考することに重点を置く傾向

がある。教員経験のある人材が復職するため，通常より幅広い年齢層に広く門戸が開かれ，他の職

業からの採用も比較的よくみられる。新任当初の給与は魅力的だが，比較的早い段階で給与が伸び

悩むことになる。また，選別や人事管理は学校や地方自治体にゆだねられていることが多い。カナ

ダ，スウェーデン，スイス，イギリスは，この特性を多く備える国である。給与面での処遇の影響

で，教員不足，特に，数学，科学，情報などの分野を専門とする人材の不足に直面している。また，

30～40代からの経験豊富な教員を定着させることも困難であり，条件が困難な地域での離職率が高

くなる傾向がある。 

 ポジションベースで教員を雇用している国の政策上の優先課題としては，制度全体にわたる教員
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選抜基準，勤務評定，キャリアアップシステム構築などへの重点的な取り組みが挙げられる。人事

管理や地域のニーズに応じた独自のカリキュラム編成では，地域の教育当局が極めて重要な役割を

果たすので，これらの国は校長その他の学校指導者の選抜と訓練についても比較的重点的に取り組

む必要がある。このシステムでは，教員の選抜と管理の過程は市場色を強める傾向があるので，貧

困地域や人気のない地域の学校については，良質の教員が獲得できるように，投入資金を大幅に増

やす必要があるほか，供給が不足している分野の教員を獲得できるように，給与と労働条件の差別

化を徹底する必要もある。 

 我が国では，既に触れたとおり，現職教員等が所有している免許状を基に一定の在職年数と免許

法認定講習や大学等の公開講座での卖位取得により，上位の免許状を取得する方法や，教員免許状

がなくとも各分野の優れた知識経験や技能を持っている社会人について，特別免許状を授与し教諭

に任用できる。また，大学での養成が十分でない分野などでは，教員資格認定試験（文部科学省实

施）により，免許状（小学校教員二種免許状など）が授与される方法もある。 

 県費負担教職員の給与負担（給与の支出責任）と人事（任命）権は，基本的に都道府県にあるが，

例外的に政令指定都市については人事権が，中核市については人事権のうち研修に関する实施義務

のみが都道府県から移譲されている。中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」（平

成17年10月）では，中核市について，研修实施義務の移譲に加えて人事権全体についての移譲を求

める動きがあった。さらに，教職員の人事権について，市区町村に移譲する方向で見直すことが適

当であるとしており，検討が行われている。ポジションベースの雇用形態に係る問題点が生じてく

る可能性もある。 

 

（２）教員の採用 

 地方公務員法第６条に任命権者として教育委員会が規定されており，その職務権限として，地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の第 23条３項に「教育委員会及び学校その他の教育機関の職

員の任免その他の人事に関すること。」とあり，公立学校の教員採用については，都道府県及び政令

指定都市の教育委員会が行っている。また，教育公務員特例法第 3条には「・・・・・教員の採用

及び昇任は，選考によるものとする」と定められている。 

 

１）教員採用の状況 

 文部科学省がとりまとめた「平成 20年度公立学校教員採用選考試験の实施状況について」によれ

ば，採用者総数は 24,850 人で，前年度に比較して，2,203 人（9.7％）の増加となっているが，全体

の競争率(倍率）は 6.5 倍であり，前年度に比較して 0.8 ポイント低下している。小学校，中学校，

高等学校の採用者数の内訳と採用倍率は以下のとおりである。 

 

表３－７ 平成 20年度公立学校教員採用選考試験の実施状況 

 採用数 倍率:( )内は 19年度 

小学校 

中学校 

高等学校 

12,372人（ 6.8％増） 

 6,470人（ 4.9％増） 

 3,139人（22.5％増） 

 4.3( 4.6) 

 9.1( 9.8) 

10.8(14.2) 

出典：平成 20 年 文部科学省 
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 ２）教員免許状を取得する学生数 

 文部科学省の調査によれば，教員免許状を取得する学生数は，下表のとおりである。なお，中学

校・高等学校の免許を同時に取得することをはじめとして，一人の学生が複数の免許を取得する实

態もある。 

 

表３－８ 教員免許状を取得する学生数 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 

小学校 16,576 17,198 17,758 

中学校 51,190 51,912 51,464 

高等学校 73,509 73,458 70,797 

出典：平成 20年 文部科学省 

 

 ３)教員養成大学・学部の出身者 

 教員養成大学・学部とは，卒業要件として，教員免許の取得を義務付ける大学・学部のことで 

ある。なお，教員養成大学・学部においても，いわゆる「ゼロ免課程」，すなわち，教員免許の取得

を義務付けないコース等を設けている大学・学部もある。「公立学校教員採用選考試験の实施状況に

ついて」（文部科学省調査）によれば，教員に採用された者の内，教員養成大学・学部出身者の占め

る割合は，次のとおりである。 

表３－９ 教員養成大学・学部出身者の占める割合 

             平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 

小学校 41.4% 43.5% 41.2% 

中学校 29.2% 25.1% 24.9% 

高等学校 12.1% 13.6% 13.8% 

出典：平成 20年 文部科学省 

  ①採用試験 

 都道府県・政令指定都市の教育委員会においては，従来から採用選考方法の工夫・改善について

様々な取り組みがなされてきた。得意分野を持つ個性豊かで多様な人材を幅広く確保するため，選

考方法の多様化，選考尺度の多元化等について積極的な取組が一層なされている。 

 

   ア)求められる教員像 

 中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」（平成 17年 10月）では，あるべき教師

像を明示しており，「優れた教師の条件」として以下の３点が重要であるとしている。 

 ○教職に対する強い情熱 

  教師の仕事に対する使命感や誇り，子どもに対する愛情や責任感など。 

 ○教育の専門家としての確かな力量 

  子ども理解力，児童・生徒指導力，集団指導の力，学級づくりの力，学習指導・授業づくりの

力，教材解釈の力など。 

 ○総合的な人間力 

  豊かな人間性や社会性，常識と教養，礼儀作法をはじめ対人関係能力，コミュニケーション能
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力などの人格的資質，教職員全体と同僚として協力していくこと。 

 各教育委員会は，どのような教員を望んでいるか，具体的に募集要項等に明示している。以下に

その例を示す。 

 

表３－10  求められる教員像 

教育に「夢」と「情熱」をもち，「活力」あるあなたを求めています 

１ 社会人として優れた識見を有する教師 

 ・幅広い教養を身に付け，社会人として適切な言動をとることができる。 

・職員，保護者，地域の人々と協力し合い，よりよい学校や地域社会を築こうとする。 

・高い倫理観と規範意識を持ち，職責を果すことができる。 

２ 高い専門性を有する教師 

・教科に関する専門的な知識，技能を有し，児童生徒理解に立ったわかりやすい学習活動が展開できる。 

・児童生徒の気持ちや資質能力を的確にとらえ，そのよさを生かしながら学級経営を進めることができる。 

・学校の組織の一員として学校経営に積極的に参画することができる。 

３ 豊かな人間性を有する教師 

・児童生徒に対する深い教育的愛情や人権尊重の精神を持ち，児童生徒の立場に立って支援できる。 

・教育に対する情熱，使命感を持つとともに，温かみがあり，常に児童生徒から学ぼうとする。 

・相手の立場を理解し，相手や場面に応じた適切な言動がとれるなど，円滑な人間関係が築ける。 

 出典：平成 20 年 群馬県教育委員会 

 

   イ)採用試験の現状 

 採用試験における理科实験等の導入状況は，「平成 21年度公立学校教員採用選考試験の实施方法

について」（文部科学省）によれば，小学校教諭の採用試験において理科の観察・实験操作等の实技

試験を实施しているのは，石川県（１次試験）と秋田県（２次試験）であり，中学校，高等学校を

含めた实施状況は下表のとおりである。下表は，採用試験において理科の实技試験を实施している，

64 都道府県・政令指定都市の教育委員会数である。 

 

 

表３－11  理科の実技試験実施数 

                           

 

 

 

              

出典：平成 20 年 文部科学省 

 

 なお，教育職員養成審議会（組織改編により平成 13 年から中央教育審議会初等中等教育分科会）

の第 3次答申（平成 11 年 12 月）では，「大学の新規学卒者・大学院修了者，教職経験を有する者，

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

小学校 2 2 2 2 

中学校 15 15 16 15 

高等学校 9 10 8 9 
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民間企業等の勤務経験を有する者等について，それぞれに応じた採用選考の方法及び評価基準を設

定することを検討するなど採用選考の一層の多面化を図る必要がある。」としている。 

 

   ウ)教員等の配置 

 我が国の状況としては，義務教育国庫負担制度があり，義務教育に係る教職員の確保と適正配置

という目的を達成するために，最低限確保しなければならない教職員の給与費については，国が保

障してきている。平成 16 年度以降は，地方分権等の流れを踏まえ「総額裁量制」が導入されている。

また，平成 18 年には，国庫負担の割合が，2 分の 1 から 3 分の 1 に変更されている。 

 「総額裁量制」とは，義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で，給与額や教職員の配置に関する

地方の裁量を大幅に増大するために導入されたものである。これにより，給与水準の引き下げによ

り生じた財源で教職員数を増やすことなどが可能になっている。 

 

【尐人数加配制度】 

 教職員定数の加配は，いわゆる「義務標準法」に基づく教職員定数のルールの一つであり，直接

に「総額裁量制」と関係するものではない。「義務標準法」とは，義務教育水準の維持向上のため，

学級規模と教職員配置の適正化を図るため，学級編制と教職員定数の標準について必要な事項を定

めた「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称である。文部科

学省は加配に関しては都道府県別に加配定数を示すのみであり，加配定数をどの学校で，どう使う

かを決めるのは都道府県教育委員会である。 

 平成 16年度より，加配定数による尐人数学級の实施が可能となっている。なお，「加配定数」と

は，特別の問題解決のために追加的に配置される教職員定数のことであり，習熟度別授業をはじめ

とする尐人数教育など国家的な教育政策の实現や，災害，事件事故等における十分なケアなど局地

的な課題への対応のために活用されるものである。 

前出の「平成 20 年度小学校理科教育实態調査」，「平成 20 年度中学校理科教師实態調査」によれ

ば，理科にチームティーチングもしくは尐人数指導で教員を加配している小学校，中学校の割合は，

平成 20 年度でそれぞれ約 7％，約 19％である。 

 

【理科専科職員の配置等】 

 小学校教員は，学級担任が基本であるが，理科専科職員は，学級を担任せず，小学校高学年の理

科を中心に，専ら理科を中心に教授する教員である。理科以外に音楽や家庭等についてはその教科

を専ら担当する専科教員によって教えられる場合がある。最近では，算数についても専科教員が教

えていることもある。理科専科教員の雇用形態は，それぞれの地域の实情に応じ，常勤の場合と非

常勤の場合がある。 

 なお，平成 14 年の教育職員免許法改正により，小学校教員に係る免許を有さずとも，中学校，高

等学校の理科教科，数学の免許を有する者が，それぞれ，小学校の理科，算数を教えることができ

るようになっている。一方，中学校においては，教科制がとられており，理科，数学等の科目に応

じた教員によって教育が行われている。 

 文部科学省の調査によれば，平成 14 年７月１日から平成 19 年３月 31 日までの合計件数で中学校

教諭免許状を有する者による小学校専科担任数は 405人，高等学校教諭免許状を有する者による小

学校専科担任数は 163 人となっている。また，前出の「平成 20 年度小学校理科教育实態調査」によ
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れば，人的配置に関わる環境としては，理科専科教員が調査対象校の約 27％に配置されており，児

童による観察や实験を行う頻度が学級担任として理科を教える教員よりも高い傾向が見られる。し

かしながら，この規模の教員数では全国的な理科の授業改善にはつながらないと考えられる。 

 また，同調査によれば，専科教員が教えた方がよいとする割合について，専門的な知識を持って

対応できるからとするものが 71％程度，観察や实験の準備や片付けに効率よく対応できるからとす

るものが 65％程度である。また，学級担任が教えた方がよいとする割合について，理科以外の教科

の学習と関連させて指導できるからとするものが，約 49％，日常的な学級生活の中で起こる事物・

現象と理科の学習内容を結びつけられるからとするものが約 49％である。そして，中学校理科教員

の 78％が，小学校で理科を指導する経験を持つことが，指導力を高める上で有効だと答えている。 

 

【参考文献・資料】 

１．OECD報告書「教員の重要性一優れた教員の確保・育成・定着―」国立教育政策研究所監訳（平成17

年8月） 

２．「公立学校教員採用選考試験の实施状況について」（平成 20 年文部科学省調査） 

３．中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」（平成 17 年 10 月） 

４．「平成 21年度公立学校教員採用選考試験の实施方法について」（文部科学省） 

５．教育職員養成審議会（初等中等教育分科会）の第 3 次答申（平成 11 年 12 月） 

６．「平成 20 年度小学校理科教育实態調査」 (平成 20 年 11 月 JST，国立教育政策研究所），「平成

20 年度中学校理科教師实態調査集計結果」(平成 20 年 9 月 同） 

 

４．教員の指導力の確保・向上 

 

（１）はじめに 

 教員の資質能力の向上は，養成段階，採用段階，現職研修段階の各段階において行われる。その

中でも，研修は教員の生涯の勤務年数に鑑みると，非常に重要な位置を占める。 

 OECDの報告書（「教員の重要性－優れた教員の確保・育成・定着－」）では，「教員としてのキャ

リアは，教員養成課程が基礎を提供し，生涯学習を続けていくものとしてとらえられるようになっ

ている。」と指摘している。それゆえ，各国は，新任教員により良い支援を与え，キャリア全体を

通して常に研修を可能にする機会と誘因を与えようと取り組んでいる。 

 ドイツの国別報告書は次のように言及している。「教職の特質は専門能力を十分に開発し，特定

分野で必要とされる専門化を図り，知識の継続的な拡大，必要とされる経験や自信の拡大・・・ま

た頻繁にそしてさまざまに変化していく問題領域に対処するための訓練はすべてが教職に就いてか

ら得られるものである。」 

 また，「学校における急速な変化や，その後に続く長いキャリアや知識や技術をアップデートし

向上させていく必要があることを考えれば，教員養成課程は，完成した教員を生み出すものではな

く教員が継続的な学習をしていく上での土台を提供するものと考えるべきであり，教員の能力開発

を生涯学習の観点から見る必要がある。」としている。 

 我が国では，教育職員養成審議会（組織変更により平成 13 年から中央教育審議会初等中等教育分

科会）・第１次答申「新たな時代に向けた教員養成の改善の方策について」（平成 9 年 7 月 28 日）に
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おいて，教員養成段階，採用段階，現職研修段階のそれぞれの役割について，整理している。 

 

【養成段階】   

 専攻する学問分野に係る教科内容の履修とともに，教員免許制度上履修が必要とされている授業

科目の卖位修得等を通じて，教科指導，生徒指導等に関する「最小限必要な資質能力」（採用当初か

ら学級や教科を担任しつつ，教科指導，生徒指導等の職務を著しい支障が生じることなく实践でき

る資質能力）を身に付けさせる過程。 

 

【採用段階】  

 開放制による多様な教員免許状取得者の存在を前提に，教員としてより優れた資質能力を有する

者を任命権者が選考する過程。  

 

【現職研修段階】  

 任命権者等が，経験年数，職能，担当教科，校務分掌等を踏まえた研修を施し，教員としての専

門的資質能力を向上させる過程。うち，初任者研修は，初任者に採用当初から学級や教科を担任さ

せつつ，上記の養成段階で修得した「最小限必要な資質能力」を，円滑に職務を遂行し得るレベル

まで高めることを目的とするものである。 

 現職研修段階には，このようないわば狭義の研修のほか，教員グループによる自主研修や教員自

身の研鑽，さらには日々の教育实践を通じて資質能力の形成が図られる過程も含まれる。また，研

修の内容としては，教員としての職務に直接的に関わるものはもとより，視野を広げることを目的

とした社会体験研修なども含まれる。   

 

 OECD の同報告書によれば，各国とも，教員の研修に関しては，様々な課題を抱えており，研修 

の種類を次の４種類に分類している。 

  ①政策または教育的改革の实施を容易にすることを意図する活動で，新情報を提供するために

計画された会議のように多くの教員が一緒に参加するもの。 

  ②職員に新しい任務の準備をさせることを狙った業務指向型の研修で，個人または教員の小グ

ループによって行われ，コースや自主学習などを含むことがある。 

  ③学校のニーズに対応し，学校が設定する目的達成を狙った学校ベースの研修で，多くの場合，

共同で問題やプログラム開発に取り組んでいる同じ学校の教員グループが関与する。 

  ④個々の参加者が専門能力の強化と継続教育のために選択する個人的な研修。このような研修

は，多くの場合，個人ベースまたは他校の教員と一緒に学校外で行われる。一部の国では，

個人的な研修は，教員の評価結果と密接に結びついている。 

 また，同報告書は「国にとって何よりも重要なことは，教員が何を知るべきか，また何ができな

ければならないかについて，明確で簡潔な声明またはプロファイルを持つことである。これは，教

員養成課程，教員の認定，教員の継続的な研修や昇進を方向づけるための枠組みを提供し，これら

のさまざまな要素がどの程度効果的かを評価するために必要である。教員の能力に関するプロファ

イルの作成にあたり，重要な前提条件は，生徒の学習目的を明確にすることである。教員の任務や，

身につけるべき知識やスキルは，学校が達成しようとする生徒の学習目的を反映するものでなけれ

ばならない。」と指摘している。 
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 更に同報告書は，将来の政策開発に向けた優先事項として，研修に関しては，初任者研修のプロ

グラムを強化することやキャリアを通して研修を一貫したものとすることを提言している。 

 すべての教員が生涯学習の学習者であるとの前提に立って，個々の教員の研修と学校のニーズと

を関連づけるには多くの課題がある。そこで，各国の戦略を整理すると，次の3つの包括的な戦略が

追求されている。 

  ①研修のため，一定の自由時間と財政支援を教員に提供すること。 

  ②研修が，教員にインセンティブを与えるように仕組まれ，教員評価プロセスを通して特定さ

れたニーズへ結び付き，研修への参加が昇給や昇進の必須要件となること。 

  ③研修が，より学校のニーズに基づき，学校を向上させていく上で必要なこと。 

 

（２）研修制度の概要 

 教育基本法では，「法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず研究と修

養に励み，その職責の遂行に努めなければならない。」としている。 

 教育公務員特例法では，「教育公務員の任命権者は，教育公務員の研修について，それに要する施

設，研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，その实施に努めなければならな

い。」と定め，研修の实施義務は基本的に任命権者にあるとしている。都道府県・指定都市・中核市

の教育員会は，研修の計画的な实施のため，初任者研修や 10年経験者研修などの法定研修や５年経

験者，20年経験者等の経験年数に基づく研修，校長・副校長・教頭を対象とした管理職研修，教務

主任，生徒指導主任等の職務に応じた研修，教科指導に関する研修等，各種研修の体系的な整備に

努めている。このほか，教員による様々な自主的研修が校内，校外で行われている。 

 

（３） 法定研修 

 １）初任者研修 

 初任者研修は，教育公務員特例法第 23条に基づく，任命権者にその实施が義務付けられた研修で

あり，採用の日から１年間行う。地方公共団体が設置する教育センターを中心に行うものと，所属

校で管理職，指導教員が指導者となって行うものに大きく分けられる。 

 国が示した「目標・内容例」では，年間研修項目として，基礎的素養，学級経営，教科指導，道

徳，特別活動，総合的な学習，生徒指導・進路指導がある。そのうち教科指導では，基礎技術，授

業の進め方，授業参観，授業研究の 4つの分野に分けられている。なお，小学校でも理科の観察・

实験に係る事項については明記されていないが，教科指導と情報機器の活用として，教材提示装置

やデジタルコンテンツ等の機能・操作方法を知り，その特性を生かした効果的な利用方法を理解す

ることは明記されている。 

 平成 19 年度の实施状況については，研修の年間平均時数及び日数は，校内研修が 270 時間，校外

研修が 24.6 日である。 

表３－12  諸外国の初任者研修 

国 初任者研修の概要 

アメリカ合衆国 

 

 

 

州レベルで枠組みを定めているところは３０州あるが，实質的なプログラムは学区が計画立

案。経験豊かな優秀教員を若手教員の世話役としてはり付け，指導・助言を個別に实施。期間は

制度を有するほぼすべての州において法令等で定めており，標準的な期間は１年間。このほか，

サポート・チームを設けることを定めている州も１２州（２０００年）ある。 
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イギリス  教員・高等教育法により，義務づけられている。新任教員は，指導教員を中心に個別的な指導・

支援を得ると同時に，導入指導プログラムを通じて新任教員が求められる専門的水準に照らして

評価を受ける。期間は１年間の 189日勤務日相当。期間中規定の水準を満たさなかった者は，教

職を継続することは認められない。 

フランス 教員採用試験の合格者は，試補教員の身分を与えられ，１年間の研修を受ける。研修終了時に

行われる審査に合格した者は教員資格が与えられると同時に，正規教員として採用される。初任

者研修は，採用１年目に３週間以上，２年目に２週間以上大学区（数県からなる地方教育行政区

画）ごとに大学区総長（国民教育省の出先機関）の責任で实施されている。 

ドイツ 第一次国家試験合格者を対象に試補勤務の制度を实施。期間は州及び教員免許状の種類により

異なるが，およそ１８～２４か月。試補は，州の試補教員研修所の各種研修講座に参加。同時に，

試補勤務校に配属され，担当教官の助言を受けながら毎週数時間の授業实習を实施。試補勤務終

了時に受験する第二次国家試験の合格により教員免許を取得する。 

中国 試用期間（教職歴１年未満）の教員を対象に 120卖位時間以上の研修を实施している。 

韓国 国の制度として实施されている。实施される時期に従い，採用前研修，採用後研修，秋研修の

３つで構成される。採用前研修は，新規採用予定者を対象に２週間，主に学校経営の基本や教員

としての基本的な資質及び心得を学ばせる。採用後研修は，新規採用時より６か月間，主に授業

指導及び評価，学校管理と生活指導，实務管理等を行う。秋研修は，採用前・後の研修を整理し，

約２週間にわたる事例発表会，討論会を实施する。 

シンガポール １年間の研修が課される。通常の勤務時間の２割を研修活動に割り当て，上級教員から教授法

や学級経営などの指導を現場で受ける。 

出典：平成 18 年 3 月「諸外国の教員」文部科学省，平成 17 年 9 月「世界の教員養成」学文社) 

 

 ２）10年経験者研修 

 10 年経験者研修は，教育公務員特例法第 24 条に基づき，初任者研修同様に任命権者にその实施

が義務付けられた研修である。公立の小学校等の教諭等の任命権者は，当該教諭等に対して，その

在職期間（公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。）が 10 年（特別の事情があ

る場合には，10 年を標準として任命権者が定める年数）に達した後相当の期間内に，個々の能力，

適性等に応じて，教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を实施しなけれ

ばならない。  

 各任命権者においては，教員一人一人の専門性の向上や得意分野を伸ばすなど，教諭等のニーズ

に応じたものとなるよう各々の实情に応じて具体的な研修の内容及び方法，实施期間，場所等に関

し，様々な創意工夫を凝らし实施することを定めている。また日数については，夏季・冬季の長期

休業期間等に 20 日間程度教育センター等において研修を实施すること，課業期間に 20 日間程度長

期休業期間中の研修において修得した知識や経験を基に，主として校内において研修を实施するこ

ととしている。 

 

（４）教員免許更新制度 

 

 １）概要 

 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により，平成21年4月1日から教員免許更新制が導入され
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ることになった。教員免許更新制（以後，「更新制」という）のもっとも基本的なポイントは次の4

点である。 

 ①更新制の目的は，その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。 

 ②平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付されること。 

 ③２年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となること。 

 ④平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用すること。 

 新免許状（平成 21 年 4 月 1 日以降（更新制導入後）に授与される免許状）の場合は，普通免許状

または特別免許状の有効期間は，所要資格を得てから 10 年後の年度末であり，旧免許状（平成 21

年 3 月 31 日以前（更新制導入前）に授与された免許状）の場合は，平成 21 年 3 月 31 日以前に授与

された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には，引き続き有効期間の定めはないが，

現職教員等には修了期限が設けられ，期限までに免許状更新講習を受講する義務が生じる。 

 

   ア）更新講習の受講対象者  

 ・現職教員（校長，副校長，教頭を含む。ただし，指導改善研修中の者を除く。） 

 ・实習助手，寄宿舎指導員，学校栄養職員，養護職員 

 ・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

指導等を行う者として免許管理者が定める者 など。 

   イ）免除対象者 

 ・教員を指導する立場にある者として校長（園長），副校長（副園長），教頭，主幹教諭または

指導教諭  

 ・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

指導等を行う者として免許管理者が定める者。また，これに準ずる者として免許管理者が定め

る者。 

 ・免許状更新講習の講師となっている者 など 

 ・優秀教員表彰者（文部科学大臣，教育委員会などから，各教科の指導法または生徒指導その他

その者の所持する免許状に関係する知識技能が優秀であることについて免許管理者が指定する

表彰を受けたことのある者）。ただし，優秀教員表彰を受けた後の 1 回のみが免除の対象とな

る。 

 免除対象者にあたる場合でも，免許管理者に免許状の更新手続に関する申請を行わなければなら

ない。 

 平成 21 年度に開設する免許状更新講習について，各大学等から認定申請が行われ，平成 21 年 3

月現在で 360 大学等による 7,743 講習が認定された。なお，免許状更新講習は毎月中旪を目途に順

次認定していく予定である。 

 

 ２）予備講習 

 平成21年度から免許状更新講習を開設することを予定（検討）している各大学等においては，質

の高い多様な免許状更新講習が開設されるよう，平成20年度に講習のプログラムの開発と検証，情

報提供・講習開設・関係諸手続等の試行を行うことができることとした。 

 このため，平成20年度に，免許状更新講習で取り扱うこととされている内容，必要な手続き等を

行う講習を開設する場合，これらの講習を文部科学大臣が指定することとし，この指定された講習
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を「予備講習」と称している。そして，平成20年度に開設される予備講習を受講し，履修認定を受

けることにより，免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができるようにした。国公私立

大学等，130大学・法人から申請があり，文部科学大臣の指定を受けて予備講習を行った。内訳は，

国立大学 51，公私立大学 62，指定教員養成機関・法人 17 である。  

 

（５）教員の研修状況 

 中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」(平成17年10月)では，「研修については，

校内研修や任命権者等が实施する研修といった体系的な研修と教師の主体性を重視した自己研修の

双方の充实が必要である。」としており，教員の自主的研修の重要性について指摘している。 

                                          

 １） 校内研修・校務としての研修(校外) 

 平成18年度文部科学省委託調査研究報告書である「教員勤務实態調査（小・中学校）報告書」に

基づいて，校内研修・校務としての研修の实施状況について整理する。ここで，校内研修とは，「校

内研修，校内の勉強会・研究会，授業見学，学年研究会など」を，校務としての研修とは，「初任者

研修，校務としての研修，出張をともなう研修など」を指す。 

表３－13 研修の時間数 

 校内研修 校務としての研修 

小学校   36時間40分   30時間00分 

中学校   13時間20分   23時間20分 

            出典：平成18年度教員勤務实態調査（小・中学校）報告書 文部科学省 

 

 表の時間数は，長期休業は除いたものである。表の時間数を日数に換算してみると，小学校では，

校内研修が約４日半，校務としての研修が４日弱となり，年間日数としてはかなり尐ない。中学校

においては，更に尐ない。十分な研修時間が確保できていない状況が窺える。 

 「平成20年度小学校理科教育实態調査」によれば，理科に関する校内研修会は年に1～2回が30％

で，無しが66％となっている。 

 

 ２）研修の阻害要因 

 前出の「教員勤務实態調査」によれば，研修時間が確保されていないことが第一に挙げられる。

教員の業務として，教員本来の職務以外に様々な業務が増えているという現状がある。教員の多忙

化を緩和する必要がある。 

 「平成20年度小学校理科教育实態調査」によれば，研修時間が確保できないとする教員の割合は，

66.1％である。また，約３分の２の学校では，理科の校内研修・研究会が年間一度も行われておらず，

校内での理科の研修活動が活発でないとする教員の割合は，31％である。理科を得意とする教員が

尐ないこと，理科に対する苦手意識を持った教員が多いことをも示している。 

 「平成20年度中学校理科教師实態調査」，「平成20年度高等学校理科教員实態調査」では，研修や

研究目的で，他校の理科教員と会合する割合が年に１～数回程度が，それぞれ75.2%，52.3%であり，

校内で普段の話し合いも含め，理科やその他の教科の教員と理科の授業改善につながる協議を行う

割合は，月に数回程度が，それぞれ31.6%，28%，年に数回程度が，それぞれ32.9%，35.2%であり，研
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修が活発に行われていない。 

 次に，校外での出張を伴う研修では，小学校の場合は，出張すると児童の学習に支障が生じると

する教員の割合は，38.6％である。授業のバックアップ体制など，教員の出張を命ずる立場にある

校長の研修に対する理解が重要である。また，中・高の場合でも授業時間の確保が強く叫ばれ同様

な状況にある。研修時間・旅費等の確保，研修教材・素材・講師情報のデータベース化，大学・科

学館等との連携，小・中・高学校理科教育研究会などの自主的な教員研修団体への支援，各地方公

共団体の理科部会などで行われている研修への支援などが有効である。 

 

 ３）教材研究 

 教員が児童・生徒の指導に直接的にかかわる業務として，授業準備はその中心的なものであり，

指導案作成，教材研究・教材作成，授業打合せ，实験・实習の準備，総合的な学習の時間・体験学

習の準備など様々あるが，上記の「平成20年度小学校理科教育实態調査」によれば，身近に理科教

育をサポートしてくれる「場」の設置や充实を求める教員の割合は，「大変期待する」と「ある程

度期待する」を併せて89.7％もある。中学校，高等学校の場合でも同じような傾向にあり，理科の授

業を行っていく上でサポートを必要としていることが窺える。 

 教材研究・教材作成については，個人レベルあるいは小集団レベルでは行われているが，その成

果物が分散している状況にあり，集約されて多くの教員が手軽に利用できるように整備，提供され

る環境になっていないのが現状である。 

 なお，科学研究費補助金は，小・中・高等学校の教員も応募することができ，教材研究支援とし

て活用されている。 

 

（６）研修施設 

 各都道府県には，教育委員会に教育センターが設置されており，研修機関の中心的存在となって

いる。市町村レベルでは，教育センターが設置されていないところもある。教育センター以外に，

大学，研究機関，養護学校，博物館，科学館，元気プラザ，福祉施設，清掃工場，消防署，牧場な

ど研修目的に応じて，設置者の公私を問わず様々な施設が利用されている。 

 しかしながら，これらの施設・機関等は，教員の理科研修の面から見れば，施設・設備，教材，

指導者等の点で充分とはいえない。「平成20年度小学校理科教育实態調査」では，理科の教材や指導

法で困ったときにサポートしてくれる場が学校外にないとする教員が約５割ある。そして，学級担

任として理科を教える教員の６割以上が，すぐに使える優れた教材情報と優れた指導法に関する情

報の入手の支援を，また，前出の「３）教材研究」のところで触れたように，身近に理科教育をサ

ポートしてくれる「場」の設定や充实を「大変期待」している。理科教育センターのような教員が

利用しやすく，研修効果の期待できる研修施設が必要である。 

 

【参考文献・資料】 

１．OECD報告書「教員の重要性一優れた教員の確保・育成・定着―」国立教育政策研究所監訳（平成17年8月） 

２．中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」(平成 17 年 10 月) 

３．平成 18 年度文部科学省委託調査研究報告書「教員勤務实態調査（小・中学校）報告書」 

４．「成 20 年度小学校理科教育实態調査」 (平成 20 年 11 月 JST，国立教育政策研究所），「平成

20 年度中学校理科教師实態調査」(平成 20 年 9 月 同） 
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５．教員の給与等 

 

 教員の給与に関して，OECD の報告書（「教員の重要性－優れた教員の確保・育成・定着－」）で

は，教員数と教員の平均給与とのトレードオフとの観点からも分析を行っている。日本は，教員一

人当たりの生徒数が多いが，それに応じて給与も高いと分析されている。 

 また，同報告書は，教員の給与に関し，次のような指摘を行っている。 

 「給与と代替雇用機会は，教職の魅力に重要な影響がある。他の職業に対する相対的な教員の給

与は，次の3つの場面で教職を選択するかどうかの判断に影響する。 

(ⅰ)卒業後に教職に就く場合：学卒者が教職を選択するかどうかは他の職業と比較した相対的な給

与水準と長期的な昇給の期待値に影響される。 

(ⅱ)教職から転職の中断を経て，復職する場合：復職率は教職以外に職業を得る可能性が低い科目

の教員ほど概して高い。 

(ⅲ)教職を続けると判断する場合：概して，教員の給与水準が高いほど，転職する者は尐ない。 

教員養成課程を履修するかどうかという判断に際しては相対的な給与水準はあまり重要な要素で 

はないようである。」 

 国が発展し，より多くの代替的な就業機会を学卒労働者に提供できるようになるにつれ，教職は

十分な資格を持つ人材を引き付けることが困難になるという問題を提起している。 

 給与の国際比較として，「図表でみる教育 OECD インディケータ（2008 年版）」から教員の給与

を引用する。この表３-14 の数値は，国公立の教育段階別教員の年間法定給与(初任給，勤続 15 年

の給与，最高給与)で購買力平価による米ドル換算額である。 

 

 

表３－14 諸外国の教員給与 

  初等教育 前期中等教育 

 

国名 

初 任 給

( 最 低 限

の教員資

格) 

勤続１５年

の給与 (最

低限の教員

資格) 

最高給与

(最低限の

教員資格) 

勤続１５

年の給与

の対一人

当たり 

GDP 比 

初任給

(最低限

の教員資

格) 

勤続１５年

の給与(最

低限の教員

資格) 

最高給与

(最低限の

教員資格) 

勤続１５

年の給与

の対一人

当たり 

GDP 比 

オーストラリア 31 171 42 688 42 688 1.20  31 346 43 289 43 289 1.22  

オーストリア 27 649 36 580 54 914 1.02  28 860 39 424 57 141 1.10  

ベルギー (Fl.) 29 029 40 557 49 392 1.21  29 029 40 557 49 392 1.21  

ベルギー (Fr.) 27 551 38 813 47 506 1.16  27 551 38 813 47 506 1.16  

チェコ共和国 18 591 24 340 28 974 1.11  18 591 24 340 28 974 1.11  

デンマーク 35 368 39 898 39 898 1.13  35 368 39 898 39 898 1.13  

イングランド 29 460 43 058 43 058 1.31  29 460 43 058 43 058 1.31  

フィンランド 27 708 35 798 45 164 1.09  30 793 38 269 48 192 1.17  
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フランス 23 317 31 366 46 280 1.01  25 798 33 846 48 882 1.09  

ドイツ 40 277 50 119 52 259 1.57  41 787 51 435 53 696 1.61  

ギリシャ 26 262 32 030 38 525 1.18  26 262 32 030 38 525 1.18  

ハンガリー 11 788 14 976 19 839 0.82  11 788 14 976 19 839 0.82  

アイスランド 24 951 28 097 32 705 0.79  24 951 28 097 32 705 0.79  

アイルランド 29 370 48 653 55 132 1.19  29 370 48 653 55 132 1.19  

イタリア 24 211 29 287 35 686 1.01  26 084 31 890 39 162 1.10  

日本 26 256 49 097 62 645 1.54  26 256 49 097 62 645 1.54  

韓国 30 528 52 666 84 263 2.29  30 405 52 543 84 139 2.28  

ルクセンブルグ 50 301 69 269 102 519 0.89  72 466 90 582 125 895 1.16  

メキシコ 13 834 18 200 30 193 1.50  17 736 23 161 38 325 1.91  

オランダ 32 494 42 199 47 125 1.15  33 685 46 417 51 705 1.27  

ニュージーランド 18 920 36 602 36 602 1.41  18 920 36 602 36 602 1.41  

ノルウェー 31 256 34 917 38 887 0.67  31 256 34 917 38 887 0.67  

ポルトガル 20 072 32 866 51 552 1.58  20 072 32 866 51 552 1.58  

スコットランド 29 498 47 050 47 050 1.43  29 498 47 050 47 050 1.43  

スペイン 33 024 38 483 47 695 1.31  37 153 43 171 52 691 1.47  

スウェーデン 26 217 30 782 35 728 0.88  26 739 31 565 36 130 0.91  

スイス 40 338 52 191 64 057 1.38  46 550 59 781 72 993 1.58  

アメリカ合衆国 34 895 42 404 なし 0.97  33 546 42 775 なし 0.98  

OECD 各国平均 27 828 37 832 46 290 1.22  30 047 40 682 49 778 1.26  

EU加盟 19か国平均 28 536 38 217 46 752 1.16 30 545 40 465 49 180 1.21 

出典：平成 20 年 「図表でみる教育 OECD インディケータ」明石書店 

 

 図３－１及び３－２の図は，初等教育教員と前期中等教育教員の給与についてグラフ化したもの

である。 
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図３－１ 初等教育の給与 

 

 

 

 

図３－２ 前期中等教育教員の給与 
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(参考) 

表３－15 諸外国の教員の身分と給与 

 国 身分と給与 

アメリカ合

衆国 

【身分】 

・公立学校の教員は，契約により学区教育委員会に雇用された者。 

・公立学校の教員は，公務に従事するものであるが，公務員として直接的に規定する法令はない。 

【給与】 

・教員給与の財源は，各学区が徴収する学校税（固定資産税）と，学区の税収及び公立学校在学者数に応じて

配分される州の補助金。 

・およそ半数の州では教員給与の最低額など教員給与に関する規定を制定。州の基準を下回らないように各学

区と教員団体との協約等の中で俸給表を定め，これに基づいて教員給与を支給。 

・ほとんどの場合，協約は対象とする勤務期間を９～10 ヶ月としているため，俸給表では勤務期間分の給与が

定められ，夏季休暇中に給与は支払われない。 

イギリス 【身分】 

・教員は，契約により地方当局（公立学校）又は地方理事会（教会立など有志団体立補助学校や地方補充学校）

に雇用された者。 

・公立学校の教員は，公務に従事するものであるが，教員を公務員として規定する法律はない。 

【給与】 

・給与は，1991 年に設置された政府機関「学校教員調査委員会」の勧告に基づいて，教育技能大臣が毎年職種

毎に定める給与表に基づく。 

・一般教員の給与表は，初等及び中等教員に共通。各学校理事会は，この給与表に基づきそれぞれの教員をい

ずれかのポイントに格付けし，給与を支給。 

・給与表は基礎給与スケールと上級給与スケールに分かれ，毎年の定期昇給により 30歳前後には基礎給与スケ

ールの最高に達する。上級給与スケールへの移行は任意であり，希望者は实績評価を受ける必要がある。 

フランス 【身分】 

・公立学校の教員は，国家公務員の身分を有する。 

【給与】 

・国家公務員である公立学校教員の給与は，公務員通則に従って保障されている。 

・給与のうち手当を除く俸給については，級及び号俸に基づいて年額を算出し，その 12分の 1の額を毎月支払

うことと定められている。 

ドイツ 【身分】 

・公立学校教員は，州の公務員であり，その法的地位は公法上の勤務忠誠関係にたつ官吏。 

・官吏としての条件が満たされない場合や期限付き採用が望まれる場合等には，官吏としてではなく，私法上

の雇用契約に基づく雇員として採用（ただし，雇員の身分も公務員）。 

【給与】 

・官吏である教員については連邦俸給表を適用。旧東ドイツ地域の教員の多くは雇員身分であり連邦雇員給与

基準（東）あるいは州固有の指針が適用される。 

・官吏としての教員の基本給は，連邦俸給法による等級と号俸に基づく。教員及び校長は A12～16 等級のいず

れかに位置付けられる。 

・号俸の位置付けは，官吏関係に入った時点での年齢により，昇給は３～5 号俸までは 2 年毎，5～９号俸まで

は 3年毎，9～12号俸までは 4年毎。 

・教員の俸給には基本給及び地域手当，職務手当，家族手当等が含まれる。 

中国 【身分】 

・教員の身分について定めた法令はない。 

【給与】 

・基本給与については，国の基準に基づき，各地方が給与表を定めている。給与表は，教員の級別区分に応じ

て，各級それぞれ 13～16の号俸に分かれている。 

・昇給は，原則 2年に一回，1号俸ずつ。 

・国の規定により定められている手当には，勤務歴手当，教職歴手当，学級担任手当，授業時間手当，特級教

師手当がある。 

・一般に県が教員給与を負担。 

韓国 【身分】 

・国立及び公立学校教員は，国家公務員の身分を有した教育公務員である。（「国家公務員法」の適用を受けな

がら，資格・任用・報酬・研修及び身分保障については，別途「教育公務員法」の適用を受けている。） 

【給与】 

・教員の給与は，基本となる本給と諸手当の合計。 

・教員の給与は他の国家公務員と同様「公務員報酬規程」で定められており，初等・中等教員は卖一の号俸制

度で運営。 

・初任者の号俸は，教員採用時の資格の水準により決定。 

・諸手当は，障害児への指導，研修機関での勤務など特別な職務に就く教員に対して支給されるもののほか，

僻地手当や家族手当など，多様な手当が設定。 

・諸手当は，一般教員の本給の約 60％を占める。 
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          平成19年3月「諸外国の教員給与に関する調査研究」（国立教育政策研究所）をもとに作成 

 

【参考文献・資料】 

１．OECD報告書「教員の重要性一優れた教員の確保・育成・定着―」 国立教育政策研究所監訳（平

成17年8月） 

２．「図表でみる教育 OECD インディケータ（2008 年版）」明石書店(平成 20 年 10 月) 

３．「諸外国の教員給与に関する調査研究」国立教育政策研究所(平成 19 年 3 月) 

 

６．第３期科学技術基本計画期間における取組 

 

（１）第３期科学技術基本計画における記述 

 第３期科学技術基本計画においては，教員に関し，「高度・先端的な内容の理科，数学，技術等の

教科を分かりやすく教え，魅力ある授業を行うことができる教員の養成と資質向上のため，教員養

成系大学を中心として，大学における教職課程の教育内容・方法の見直しと充实を図る。さらに，

教員の専修免許状の取得のための取組を推進するとともに，高い専門性と实践的な指導力を発揮で

きる教員の養成を行うことができるよう，教員養成における専門職大学院制度の活用やそのあり方

を検討する。また，幼稚園から高等学校に至る教員養成系大学附属学校において，教育内容・方法

について大学の研究成果を取り入れた理数教育を行うなど，大学と連携した实践的な取組を継続的

に实施する。」とされている。 

 

（２）養成課程に係る支援・取組例（フォローアップと現状） 

 教職課程の認定取消制度の導入，FD活動の義務化，教職大学院制度の創設，教員免許更新制度に

ついては既に触れたが，大学における教育課程の教育内容・方法等の見直しと充实を図るため，様々

な取組が行われている。 

 

 １）教員養成ＧＰを通じた優れた取組 

 文部科学省のいわゆる教員養成ＧＰによる大学の取組としては，表３－16 のような取組がある。 

 

表３－16  教員養成ＧＰ取組例 

大学名 取組内容 

お茶の水女子大学 科学コミュニケーション能力を持つ教員養成（平成 17年度～） 

奈良教育大学 高大融合により理数科高校教員の養成（平成 18年度～） 

東京理科大学 理数教員養成におけるＳＴＣプログラム（平成 18年～） 

埼玉大学 驚きと感動をつたえる理科大好き先生の養成（平成 19年～） 

日本 【身分】 

・公立学校の校長，教員等は地方公務員の身分を有する。 

【給与】 

・公立学校の教職員については，都道府県が条例で給与表，諸手当を制定。 

・毎年の勤務成績に基づき昇給。 

・公立義務教育諸学校の教員の給与負担者は，校長，教頭，一般教職員等の県費負担教職員については都道府

県，それ以外の者については市町村。 

・公立高等学校の教職員の給与負担者は，当該学校の設置者（都道府県及び市町村）。 
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東京学芸大学 確かな理科授業力のある小学校教員の養成（平成 19年～） 

山口大学 ちゃぶ台型ネットによる理科教育支援計画（平成 19年～） 

出典：各大学ホームページ 

 

 ２）教職実践演習の導入 

 すでに「教員養成機関と教育課程」の箇所で触れたように，教育職員免許法施行規則の改正(平成

21 年 4 月 1 日から施行)により，普通免許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に関

する科目」として，「教職实践演習」が新設された。認定課程を有する大学及び指定教員養成機関は，

新たに改正省令による課程の認定又は文部科学大臣の指定を受ける必要がある。平成 22 年度入学生

から「教職实践演習」を含む教育課程をスタート（4年次配当科目）させる。平成 25 年度から，４

年制大学において「教職实践演習」を实施し，短大は 23年度からとなる。 

 基本的な制度については，中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(平

成 18 年 7 月 11 日）で以下のように示されている。 

 「今後，教職課程の履修を通じて，教員として最小限必要な資質能力の全体について，確实に身

に付けさせるとともに，その資質能力の全体を明示的に確認するため，教職課程の中に，新たな必

修科目（「教職实践演習（仮称）」）を設定することが適当である。 

 教職实践演習（仮称）には，教員として求められる 4つの事項（①使命感や責任感，教育的愛情

等に関する事項 ②社会性や対人関係能力に関する事項 ③幼児児童生徒理解や学級経営等に関す

る事項 ④教科・保育内容等の指導力に関する事項）を含めることとすることが適当である。 

授業方法については，役割演技（ロールプレーイング）やグループ討議，事例研究，現地調査（フ

ィールドワーク），模擬授業等を取り入れることが適当である。 

 指導教員については，教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が，共同して，科目の实

施に責任を持つ体制を構築することが重要である。履修時期については，すべての科目を履修済み，

あるいは履修見込みの時期（通常は 4 年次の後期）に設定することが適当である。 

 最低修得卖位数については，2 卖位程度とすることが適当である。」としている。 

 

 ３）理数系教員養成拠点構築事業 

 平成 21 年度予算案では，小・中学生の理科や算数・数学に対する興味・関心を引き出すための魅

力ある授業を行うことができ，地域における理数教育の核となる教員を養成することを目的として，

理数系教員養成拠点構築事業を新規事業として实施するとしている。 

 具体的には，大学と教育委員会が連携し，教員養成プログラムの開発・实施や地域の理数教育に

おける拠点の構築・活用を通じて，優れた教育实践を行い，地域の理数教育において中核的な役割

を担う小・中学校教員を養成することとしている。 

 

 ４）大学入学後の補習 

 高等学校での履修状況に配慮した取組を多くの大学で行うようになってきている。とりわけ，近

年では，補習教育（リメディアル教育）が広がりを見せつつあり，文部科学省の調査（平成 17 年度）

では，約 3 割の大学で補習授業が实施されている。 

 学校間の接続をめぐっては，高等学校が学習指導要領等に基づき，高等学校として求められる学

力を保障して卒業生を送り出すこと，また，大学が，安易に学生数の確保を図るのではなく，自ら
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の入学者受入れ方針に基づき，大学教育を受けるに足る能力・適性を見極めて選抜を行うことが本

来の在り方である。そうした前提に立てば，大学として，自らの判断で受け入れた学生に対し，そ

の教育に責任を持って取り組むことは当然であり，補習教育は重要な意味を持つものである。 

 

 ５)モデル・コア・カリキュラムなどの作成 

 文部科学省の調査研究協力者会議である「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会」

が出した報告書「今後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」(平成13年11月）において，

開放制の教員養成の中で，教員養成の専門学部として，他学部とは違う独自の専門性を発揮した教

育研究の推進，力量ある教員の養成を図るため，要約すれば，以下のことを提言している。 

 ・独自の専門性を目指した，体系的な教員養成カリキュラムの編成（モデル的な教員養成カリキ

ュラムの作成等） 

 ・教育・研究両面にわたる評価システムの充实 

 ・教員養成学部に相応しい教員の確保，教員の意識改革，FDの实施 

 この中で，モデル的なカリキュラムについて，国立の教員養成系大学・学部を主なメンバーとす

る日本教育大学協会（教大協）が取り組むこととなった。「教員養成の『モデル・コア・カリキュラ

ム』の検討」 (平成15年 日本教育大学協会の研究プロジェクト中間まとめ)が出され，ここでは，

教育現場における实践・体験とそれを踏まえた研究を体系的に行う「教員養成コア科目群」を設定

し，これを基軸として各大学が教員養成カリキュラムを構成するよう，提案している。 

 

 ６）次代の科学技術を担う人材の裾野の拡大 

  ① 知的好奇心にあふれた子どもの育成 

 理科や数学が好きな子どもの裾野を広げ，知的好奇心に溢れた子どもを育成するためには，初等

中等教育段階から子どもが科学技術に親しみ，学ぶ環境が形成される必要がある。 

 そのため，文部科学省では，以下のような取組を实施している。 

 ・理科支援員等配置事業 

 ・サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト 

 ・理数教育等設備整備費補助 

 ・理数系教員指導力向上研修事業 

 

  ②才能ある子どもの個性・能力の伸長 

 理科や数学に興味・関心の高い子どもの個性・能力を伸ばし，科学技術分野において卓越した人

材を育てていくため，文部科学省では，以下のような取組を实施している。 

 ・スーパーサイエンスハイスクール 

 ・未来の科学者養成講座 

 ・国際科学技術コンテスト支援事業 

 ・理数学生応援プロジェクト 

 

 ７) 大学発教育支援コンソーシアム 

 教育再生会議（平成 18 年 10 月～平成 20 年 1 月）では，小・中高等学校での教育の質を高め，教

員がより良い授業を行えるよう，総合大学の知見を活かす方法を探ることが提言された。「大学発教
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育支援コンソーシアム（略称：教育コンソーシアム）」は，大学と教育委員会や教員をつないだネッ

トワークを活用して，大学の知を教育現場に届ける仕組みで，昨年 7月から東京大学をはじめとす

る総合大学を中心に，取組が進められてきた。知を発信するだけでなく，その活用方法を一緒に考

え，知を発展させる具体的な取組を展開している。シンポジウム「先生が使う大学の知」を開催す

るなど，知を発信する大学側と，受け止める教育实践側が，これからの活動にむけて双方向で議論

しあう場を提供している。 

 

 ８）その他：教師塾の開設例 

 教師塾は，教員志望者を対象にして教育委員会が開設している。東京都教育委員会は，全国で初

めて，2004 年 4 月に，教員志望者を対象にした「東京教師養成塾」（定員 100 人）を開設した。こ

れは，小学校教員志望の大学 4年生を対象に 1年間の实践的なトレーニングを实施するもので，内

容は，現職教員などによる学校現場の实態を踏まえた实践的講義，实際の小学校現場で 40 日以上の

实習などである。他にも，京都市，横浜市などでも導入されている。京都市教育委員会の「京都教

師塾」（定員 300 人）は，小・中学校教員志望の大学生や社会人を対象に，ほぼ 1 年間にわたり月 1，

2 回の实践講座や年間 10 日間の学校現場での实践研修などを行っている。 

 教員の指導力向上に対する社会的要請，団塊の世代の大量退職に伴う教員志願者の確保などを背

景に，自前で教員養成を行う取組である。 
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