特別免許状等の
活用に関する事例集
〜多様な教員が活躍する学校をめざして〜

特別免許状とは
特別免許状とは、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し
て、大学等の教職課程を履修していないが、担当する教科に関連する専門的な
知識技能や経験を有している人を教員として学校に迎え入れるための「教諭」
の免許状です。（昭和６３年に創設）
特別免許状は、小学校、中学校、高等学校の全ての教科と、特別支援学校
の全ての自立教科及び自立活動について授与することができます。特別免許
状の授与に当たっては、都道府県教育委員会が行う教育職員検定に合格する
必要があります。

特別免許状と普通免許状（大学等の教職課程を履修して授与される免許状）との比較

普通
免許状

特別
免許状

１０年
（更新
可能）

１０年
（更新
可能）

全国

授与を
受けた
都道府県

大学等において教職課
程を履修し、所要資格（学
位等と必要単位数の修得）
を得て、都 道 府県 教育委
員会に申請を行うことによ
り授与されます。

各学 校種と職種の免許状があり、専
修、一種、二種（高等学校は専修と一種の
み）の区分があります。
既に有している普通免許状の教員経験
を元に、通常より少ない単位数により、上
位区分、隣接学校種、同校種他教科の免
許状の授与を受けることが可能です。※1

任命又は雇用をしようと
する者（教育委員会や学校
長等）の推薦に基づいて教
育委員会が実施する教育
職員検 定に合格した者に
対して授与されます。

幼稚園、
養護教諭、
栄養教諭、
特別支援
学校の特別支援教育領域の特別免許状
はありません。
小学校であっても教科ごとに授与され
ます。
（特別活動などの教科外活動を担任
することも可能です。
）
特別免許状の授与を受けた後に、３年
以上の教員経験と必要な単位数を修得す
ることにより、当該校種の普通免許状（専
修又は一種）
の授与を受けることが可能で
す。
※2
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特別免許状授与の指針
特別免許状の授与に係る教育職員検定の基準は、都道府県教育委員会ご
とに定められていますが、全国的に制度の活用が進んでいるとはいえない状況
を踏まえ、文部科学省において「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に
関する指針」を示しました。（平成２６年）
主な基準
『教員としての資質の確認』
① 教科に関する専門的な知識経験または技能
→学校又は在外教育施設において教科に関する授業に携わった経験（概ね
６００時間以上）または、教科に関する専門分野に関する職務経験（概ね３年
以上）のいずれかを有していることを確認します。
② 社会的信望、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見
→推薦状や志願理由書により確認します。
『学校教育の効果的実施の確認』
→任命者または雇用者による推薦状により、授与候補者を学校現場へ配置する
ことにより、学校教育が効果的に実施されることを確認します。
『第三者の評価を通じた資質の確認』
→学識経験者や学校管理職との面接により、授与候補者の教員としての資質を
確認します。

その他
特別免許状授与の仕組みづくりとして、域内の市区町村教育委員会や学校との連
携、特別免許状申請に係る手続きの整備及び周知を行うことや、特別免許状所有者
が学校現場にて円滑に勤務ができるよう、特別免許状所有者向けの研修の実施や、
日本語が不十分な特別免許状所有者への支援体制の充実について示しています。
「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」の全文は、文部科学省ホームページに
掲載しています。（ＰＤＦ形式）
（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/06/23/1348574_3.pdf）

平成２６年に指針を定めた結果、平成２７年度は特別免許状の授与件数が増加しました。
（平成２６年度の授与件数９２件、平成２７年度の授与件数２１５件）
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特別免許状の授与状況
特別免許状の授与件数（平成27年度までの累計）は、延べ９１５件となっております。

授与件数（平成27年度までの累計）の内訳

学校種別

教科種別（主なもの）
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特別免許状授与までの流れ
（例）

③採用選考
④特別免許状授与のための
教育職員検定、
合格

⑥特別免許状授与のための
教育職員検定、
合格

近年では、教員免許状を有していない者に対して、教員採用選考と特別免許状授与
のための教育職員検定を並行して実施し、双方に合格した場合に特別免許状を授与し
て教員として採用する都道府県教育委員会も増加しています。（スペシャリスト採用等）

【採用後の研修について】
特別免許状を授与された人が勤務するにあたっては、学年主任や教科主任から
の個別指導や、教職大学院と連携して大学院レベルの研修を実施するなど、各任
命権者において必要な研修が行われています。
また、中堅教諭等資質向上研修を始めとして、各自治体が実施する研修も受講
することとなります。
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特別免許状の活用事例

国際バカロレア教育推進のためのグローバル人材育成推進員として採用を受け、平成27年10月より勤務予定校に
て教科及び日本の学校に関する研修を実施し、その結果をふまえて、学校長が教育職員検定への推薦を行い、
特別免許状の授与を受け平成28年4月より期限付常勤講師として勤務されている、2名の教員を紹介いたします。
市立札幌開成中等教育学校

ディクセット・ラケッシ

氏

イギリスの高校での日本語教師、日本の英会話学
校講師、札幌開成高等学校での特別非常勤講師な
どを経て、現職で勤務されています。現職では、国
際交流事業の推進における指導的役割として活躍
されています。

●教科：外国語（英語）
●校務分掌：IB研究部の国際交流チーム
●担当授業：英語（2年）
実践英語B（開成高校3年）、総合コミュニケーションⅢ（開成高校3年）
その他、SGH（スーパーグローバルハイスクール）の課題探究論文の指導（4年、開成高校3年）を担当

Q 教員として勤務してみていかがでしょうか。採用前（特別非常勤講師）と変化したところがあれば教えてください。

特別非常勤講師として勤務していた時は、生徒が卒業の際に「英語が好きになった」と言ってくれたことがうれしく、やりがい
を感じていました。
今回、教員として勤務することで、単に授業を教えるだけではない、教員の幅広い業務内容や負担の大きさを実感するととも
に、多様な業務をこなすための計画性や企画力の大切さを実感しました。
中学校でのALT、オーストラリア
の州政 府財務省での保険数理
業務などを経て、現職で勤務さ
れています。現職では、英語・日
本語・中国語が理解できる能力
を生かし、グローバル教育の推
進において活躍されています。

市立札幌開成中等教育学校

チャン・オーイイ・クローデット

氏

●教科：数学
●校務分掌：IB研究部の国際交流チーム
●担当授業：数学（1年、2年）、理数探究スキル（2年）
その他、SSH、SGHの課題探究論文の指導（4年）を担当

特別免許状の授与を受けて教員を目指す人へ
Q 今後、
Q 前職の経験が生きていると思ったところがあれば
教えてください。
メッセージをお願いします。
保険数理業務を通して、統計が実社会の中でどのように活
用されているのかを知ることができました。この経験が、数学
の授業と実社会のつながりを生徒に教えていくうえで、非常
に役に立っていると感じています。

生徒の声

（市立札幌開成中等教育学校
2年生）

̶先生についての印象的なエピ
ソードがあれば教えてください。
・数学の証明問題を英語で解いてい
たのが印象的。
・細かなところまで、丁寧に確認しな
がら授業を進めてくれる。
・理数探究スキルの時間によく助けて
くれる。
・すごく優しいので話しやすい。
・月に1回程度、職員室前に英語での
クイズが出されている。それにより、
日本の常識ではなかった新たな発想
が生まれている気がする。

免許状授与までの手続きは大変な部分もありますが、TTで授業
を行っていた時よりも授業に対する自由度も増し、大きなやりがい
を感じることもできます。生徒とのつながりもより強く実感
できるので、是非チャレンジしてほしいと思います。

勤務校の声

（市立札幌開成中等教育学校 校長 相沢 克明 氏）

̶貴校における教育の特徴を教えてください。
本校は札幌市内初の公立中等教育学校として、平成27年度
に開校しました。6年間、全教科において「課題探究的な学習」
を展開することを最大の特徴としており、そのための方策とし
て、国際バカロレア（IB）のMYP（ミドルイヤーズプログラム）と
日本語DP（ディプロマプログラム）の活用を目指しています。

̶ネイティブ教員を、特別免許状を授与し採用すること
によって、変化したことがあれば教えてください。
校内に一定数のネイティブ教員が在籍することで、多文化共
生のグローバルな社会が当たり前のような雰囲気ができつつ
あります。相互のコミュニケーションにおいては、英語や日本
語、ボディーランゲージを使いながら、分かり合おうとする動き
が生まれています。その意味では、仮に、日本語コミュニケー
ション能力が乏しかったとしても、このこと自体が必ずしもマイ
ナス要因ではないと思えています。
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採用機関の声
（札幌市教育委員会 学校教育部教育課
程担当課 指導主事 広川 雅之 氏）

̶今回の取 組により、現場にお
いて変化したことがあれば教え
てください。
国際バカロレアの活用を目指す学校
に求められる、多様な文化や価値観を
尊重しながら学び合える学校の雰囲気
が醸成されつつあると感じています。

̶今後、
特別免許状に期待する役
割などがあれば教えてください。
海外の学校で長く学んだ日本人な
ど、外国人教員と同等の経歴を有し
ており教員免許状を持たない日本人
に対しても門戸を広げることがよい
かと感じています。

特別免許状の活用事例

平成20年度京都府公立学校教員採用試験スペシャリスト特別選考に合格することにより、任命権者が教育職員検
定への推薦を行い、特別免許状の授与を受け、平成20年4月より京都府で勤務されている教員を紹介いたします。
京都府立北稜高等学校

ミューリ・ニコラス

スペシャリスト教員

氏

JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）による高等学校で
のAET、英語講師などを経て現職で勤務されています。現職では、最初の2
年間は教育推進部にて国際交流に関しての生徒の指導、マレーシア研修
旅行についての事前学習指導などを担当。その後7年間に渡り学級担任と
して英語コースなどの担任業務を担当されています。

●教科：外国語（英語）
●校務分掌：第3学年部担任（副部長）、ICT主任
●担当教科：外国語（英語）、ActiveEnglish（学校設定科目）
その他、京都府立高等学校英語教育研究会の委員としてスピーチコンテストの審査員も務められています。

Q 教員を目指そうと思ったきっかけを教えてください。

AETの時、
周りの先生方の活躍を見て、
自分もいつか日本で
「本当の教員」
になりたいと思っ
ていました。
特に、
担任の先生が、
生徒の学力や進路指導だけでなく色々な側面から
「人を育て
る」
ということに憧れました。
当時、
普通の公立学校で外国人が担任になるのはあり得ないと
言われていましたが、
JETプログラムの終了後にも、
英語に携わる仕事をしながらその夢をずっ
と持ち続けていました。
この制度
（スペシャリスト特別選考制度）
を知り、
「これがチャンスだ！」
と思い、
出願しました。

AETとの授業
CHECK!

スペシャリスト特別選考とは？

各分野における高い専門性や幅広い知識のある方を対象に、
教員免許状を有しない人でも受験を可能として
います。
なお、
募集を行う校種・教科により、
受験資格が異なります。

勤務校の声

採用機関の声（京都府教育委員会

（府立北稜高等学校 副校長 大石 敦子 氏）

̶ネイティブの方が勤務するにあ
たって、勤務前のイメージと変化し
たところがあれば教えてください。
個々の人柄にもよるのだろうが、本
校の配属者は日本語はもちろん日本的
なものの考え方への理解も深く、スペ
シャリストとしての自分の果たすべき
役割を自分でしっかり認
識 で き て い る 状 態 でし
た。また、仕事に対しての
取組の姿勢が意欲的で、
一般の教員が彼に触発さ
れることも多かったです。

学校教育課副課長 藤島 幹也 氏）

̶特別免許状の授与にあたっての特徴や力を入れているところがあれば教えてください。

京都府特別免許状授与検定協議会に意見を聴く前段階で、
一定の要件を備えているかどうかの判断を行っ
ています。

̶スペシャリスト特別選考制度を活用して特別免許状の授与及び採用を行った
ことにより、変化したことなどがあれば教えてください。

特別免許状を授与された教員が採用された学校においては、
他の教員の刺激となり学校が
活性化しているのではないかと思います。

生徒の声（府立北稜高等学校

3年生）

̶先生についての印象的なエピソードがあれば教えてください。
卒業まであと何か月という話をしていた時に、先生が泣いたのを見て、1〜3年間担任で
よかったと思いました。いつも生徒に対して言葉を選んで使ってくれる優しい先生です。

員として勤務してみていかがでしょうか。また、採 用前まで
Q 実際に教
のイメージと変化したところがあればあわせて教えてください。

京都産業大学留学生との交流風景

当然ですが、
担任として人間関係を築くことや、
クラスの団結力を高めることなどは簡単で
はありません。はじめて担任になった時は、
「自分の思いが生徒に通じた」という感触が1回
あっても、
うまく伝わっていないことは10回あったという気がします。
もちろん文化や言葉の壁
もありましたが、
担任の仕事そのものが、
思っていたよりも難しいと感じました。
7年間担任を
して、
その1対10の割合は減ったかもしれませんが、
やはり生徒や保護者とうまくコミュニケー
ションをとることは永遠の課題です。

前職の知識や経験を活かして特別免許状の授与をうけ、
教員を目指すこと
Q 今後、
を視野に入れている人たちへメッセージやアドバイスなどがあればお願いします。
これからの日本の英語教育には外国人にも勝るほどの
「使える」
コミュニケーション能力が求めら
れています。
そのため、
国際社会で活躍している日本人やネイティブスピーカーが絶対必要です。
その
ようなあなた、
ぜひ教員を目指して私と一緒に日本の英語教育を変えましょう！
部活動
（バスケットボール部）
の顧問も担当されています
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特別免許状の活用事例

京都市立嵯峨中学校

田本

博子

氏

●教科：保健体育

●校務分掌：1年3組担任

日立製作所に入社し、2000年（平成12年）シドニーオリンピックソフトボールの日本代表として、銀メダルを獲得されました。
現役引退後は、全日本のコーチとして2008年（平成20年）の北京オリンピックの金メダル獲得に貢献されています。
その後、教員を目指し、平成23年度京都市教育委員会教員採用試験（保健体育志願者特別選考）に合格することにより任命権者で
ある京都市教育委員会が教育職員検定への推薦を行い、特別免許状の授与を受け、平成23年4月より京都市で勤務されています。

Q 教員を目指そうと思ったきっかけを教えてください。

ソフトボールを引退した後に、1年間会社に勤務いたしました。その間に講習会や講演会
の機会を与えて頂き、聴きに来てくれていた子どもたちが食い入るように私の話しに耳を傾
けてくれたことが非常に印象に残りました。また、沢山の人の支えのおかげで自分が生かさ
れていたことも実感しました。
世界で戦った経験をもとに、子どもたちに夢を持つ素晴らしさを伝えていきたいと感じ教
員を目指しました。

Q 実際に教員として勤務してみていかがでしょうか。
また、採用前までのイメージと変化したところがあれば
あわせて教えてください。

採用前に
「京都教師塾」
（将来教員を目指す大学生や社会人を対象とした講座）
に通
わせて頂きましたが、
実際に教員として勤務すると想像していた以上に難しい仕事だと
感じました。
授業をするまでの準備の大変さ、
授業で伝える難しさ、
学級経営の仕方、
部
活指導の取り組み方や行事の取り組みなど、
見えなかったことがたいへん多くあり不安
になりました。
現在でも、
多くの先生方の授業や子どもたちへの接し方を拝見し、
自分自
身の実践に生かすべく取り組んでいます。

と思ったところがあれば
Q ソフトボール選手としての経験が生きている、
教えてください。
自分が決めたことは最後まであきらめずにやり通す
「精神力」
はソフトボールで培ったもの
だと思います。
また
「挨拶」
や
「はい、
喜んでの精神」
「自ら仕事を探すこと」
など、
社会人として
学んだ基本的なことは現在の仕事でも生きていると思います。

前職の知識や経験を活かして特別免許状の授与をうけ、教員として勤務を目指すことを
Q 今後、
視野に入れている人たちへメッセージやアドバイスなどがあればお願いします。
私は、
競技をしている時に何度も挫折を経験しました。
その経験が、
実は尊い経験だったのだと子どもたちに語っているなかで感じました。
今
では、
さまざまな経験を、
目の前の子どもたちに伝える使命があると考えて教壇に立っています。
また、
子どもたちに本気で接すると思いは必ず
伝わると思っています。
さまざまな知識を持っておられる方や経験をされた方にも、
未来を担う子どもたちに自分の経験を伝える場があることを知っていただき、
お
互いに頑張っていけたらと思っています。
CHECK!

京都市教育委員会における特別免許状の制度を活用した教員採用試験での特例について

京都市教育委員会における教員採用試験においては、一般選考における数学・理科などの教科とともに、特別選考では保健体育も
加え、当該校種及び教科の普通免許状を有しない方や取得見込みのない方も受験を可能とする制度※を設けています。
合格者については、京都府教育委員会に推薦し、京都府が実施する教育職員検定に合格して特別免許状が授与された場合は、教諭
等として正式採用しています。
※平成28年度（平成29年度採用選考試験）現在。
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