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特別支援学校（知的障害）教員の専門性獲得に
関する調査研究
― 特別支援学校教諭免許状保有状況に関する調査から ―
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紀宗・藤井明日香1
（2012年10月２日受理）

A Survey of Teachers’Professional Development in Special Education: The Status of
Licensure of Special Education Teachers
Norimune Kawai and Asuka Fujii1
Abstract: The purpose of the current survey study was to investigate the current issues
of professional development for special education teachers who serve as special needs
coordinators and job support teachers who are required to be highly qualified. The
preliminary survey, which asked the participants which kind(s) and the degree(s) (i.e., the
advanced degree, the first degree, the second degree) of teacher certificate(s) they have,
whether they have special needs education teacher certificate(s), and if so, what degree(s)
and how they obtained it/them, was sent to 1,476 special needs coordinators, job support
teachers, and special needs education teachers who have experienced as neither special
needs coordinators nor job support teachers. A total of 837 teachers (56.0%) participated
in this survey study. The results showed that 94.5% of the special needs coordinators,
84.6% of the job support teachers, and 73.1% of the teachers who do not have any
experiences as special needs coordinators and job support teachers hold special education
teacher certificates. This study also revealed that over 70% of the participants obtained
special needs education teacher certificate(s) by taking the Educational Personnel
Certification Approval. Therefore, it would be necessary specifically for those who are
special needs coordinators and job support teachers to obtain the first or the advanced
degree of teacher certificate in order to provide better educational supports for students
and parents; however, it is difficult for teachers to leave their jobs and obtain higher
degrees of teacher certificates. Therefore, it is necessary for school districts to resolve
teachers’financial and time restrictions if they are willing to be highly qualified, which is
going to be beneficial for the school districts and teachers to provide better services for
students and their parents in the future.
Key words: special needs school, professional development, teaching certificate
キーワード： 特別支援学校，専門性向上，教員免許状

Ⅰ．問題の所在
１．質の高い教育の実現と教員免許制度改革

中央教育審議会は，2012年８月28日に「教職生活の
全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に
ついて（答申）（以下，答申とする）」を公表した。
これは学校現場における様々な課題が高度化・複雑

１

高松大学発達科学部

化している状況を受け，さらなる実践的指導力の育
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成・強化の必要性から，教員養成を現在の大学院修士

学校中学部，高等部の教員は，教員養成を主たる目的

課程レベルへと移行し，教員を高度専門職業人として

としない学部等の出身者が多い。よって，特別支援教

位置づけることが提案されたものである。この改革の

育の質の担保と専門性の向上についての課題には，幼

１つとして，教員免許制度の改定が提言されている。

稚園教諭の免許状保有の課題や中・高等学校教員養成

それは，従来二種免許状，一種免許状，専修免許状と

が抱える課題の双方が混在しているといえる。

されていた教員免許状の区分を，基礎免許状（仮称），
一般免許状（仮称）
，専門免許状（仮称）に改めると

２．特別支援教育のキャリア教育及び就労支援におけ
る人材育成の課題

いうものである。この答申によると，基礎免許状（仮

障害のある児童生徒に対する教育については，2007

称）は，教職に関する基礎的な知識・技能を保証し，
学士課程卒業を条件とするものであり，一般免許状（仮

年に特殊教育から特別支援教育へと転換した。これに

称）は，探究力，新たな学びを展開できる実践的指導

よって，従来から特殊教育の対象であった視覚障害，

力，コミュニケーション力などを保証する標準的な免

聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱に加え，学習

許状で，学部４年に加え，１年から２年程度の修士課

障 害（ 以 下，LD）， 注 意 欠 陥 多 動 性 障 害（ 以 下，

程レベルでの学修を標準条件とするものであり，そし

ADHD），自閉症等の発達障害のある児童生徒も対象

て専門免許状（仮称）は，特定の分野に関する高い専

となった。LD, ADHD，自閉症等の発達障害のある児

門性を担保するものであり，この特定の分野には特別

童生徒の多くは，幼稚園，小学校，中学校及び高等学

支援教育，学校経営，生徒指導，進路指導，教科指導

校に在籍しており，特に小・中学校等においては，通

等が想定されている。

常学級に在籍しながら通級による指導を受けたり，特

これらの免許状を取得するための修業年限に関して

別支援学級に在籍することで個々の教育的ニーズに応

は今後の検討課題となっているが，答申では具体的な

じた支援を受けたりしている。特別支援教育は，こう

取得方法について，特別支援教育で行っている認定講

した発達障害のある児童生徒への教育的環境の充実と

習のような①教育委員会と大学との連携・協働により

共に，共生社会＊1の実現を目指す教育システムの１つ

運営する単位履修プログラム，②特別支援教育特別専

として位置づけられた（文部科学省，2006）。

攻科のような教職に関する科目の単位を修得させるた

日本国政府は，2007年９月に「障害者の権利に関す

めに大学が設置する修業年限を１年とする教職特別課

る条約」に署名しており，同条約の批准に向けた検討

程，
③履修証明プログラムの活用等が例示されている。

が進められている。2012年７月には「共生社会の形成

専門免許状（仮称）は，これまでに校務分掌で特定

に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

の教員が担ってきた生徒指導や進路指導，教科指導に

別支援教育の推進（報告）
（以下，2012年報告とする）」

関する領域や特別支援教育に関する領域の創設が検討

が報告された。同報告では，共生社会を形成する教育

されている。この専門免許状（仮称）については，一

システムとして，インクルーシブ教育システムを構築

定の経験年数を有する教員が，大学院レベルや国の実

することを目指すことが明言され，そのために特別支

施する研修，教育委員会と大学との連携による研修等

援教育が取り組むべき課題が整理された。2012年報告

により取得することを想定している。これ以外にも，

の中でも，特別支援学校教員の専門性向上は，主要な

要件を満たす校内研修や近隣の学校との合同研修等に

課題の１つとされている。

ついても専門免許状（仮称）の取得単位の一部として

特別支援教育では，特別支援学校は，地域の特別支

認定可能とするとしている。こうした改革案が提示さ

援教育を推進する上で，センター的役割を担うことが

れたものの，教育現場の現状として，現職幼稚園教諭

期待されており，小・中学校等で行われている特別支

の７割が二種免許状の保有者であったり，中・高等学

援教育に対する指導及び助言など，従来の特殊教育で

校教諭についても，その多くが教員養成を主たる目的

培ってきた効果的な指導・支援方法を教示することが

としない学部等出身者で占められていたりする現状が

求められている。つまり，特別支援学校教員は，小・

あり，答申では，教育の質の担保・向上という観点か

中学校等において特別支援教育を実践している教員の

ら適切な制度設計を検討することの必要性について言

ロールモデルとしての役割も求められているといえ

及している。

る。よって特別支援学校教員には，小・中学校等に在籍

質の高い教育の担保や専門性の向上は，特別支援教

する教員よりも，より高度な特別支援教育の専門性を

育においても同様に求められるが，特別支援教育に携

担保することが求められている（文部科学省，2012）。

わる教員の特別支援学校教諭免許状保有の状況は，幼

また，2012年報告で述べられている今後取り組むべ

稚園の現状と同様に７割程度である。加えて特別支援

き課題として，高等学校における特別支援教育の推進
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が挙げられている。これは，全国の約９割以上の小・

ている。しかし，この特別支援学校教員の専門性担保

中学校等において「校内委員会の設置」や「特別支援

の課題は，教育職員免許法附則第16項において，「幼

教育コーディネーターの指名」などの特別支援教育体

稚園，小学校，中学校又は高等学校の教諭の免許を有

制が整備されているのに対し，高等学校では十分に整

する者は，当分の間，（中略）特別支援学校の相当す

備されていない現状がある（文部科学省，2012）。よっ

る各部の主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつ

て，高等学校においては，①特別支援教育体制の充実・

かさどる主幹教諭を除く），指導教諭，教諭又は講師

強化，②発達障害のある生徒への指導・支援の充実，

となることができる」とする例外規定が示されている

③高等学校入学選抜における適切な配慮や支援，④生

ことから，実態として特別支援学校教諭免許状を保有

徒へのキャリア教育及び就労支援に取り組まなければ

しない教員が特別支援学校に配置されるという状況が

ならない。

容認されてきた。これは山中・吉利（2010）が指摘す

この高等学校における特別支援教育の課題のうち，
④については，特別支援学校高等部においても取り組

るように，特別支援教育の専門性の根幹に関わる問題
であり，早急に解決すべき事態である。
特別支援学校教諭免許状の取得には，大きく分けて

みの強化が求められており，共生社会の構成員として，
生徒が卒業後に社会的・職業的自立を実現する力を育

認定課程と教育職員検定による２つの取得方法がある

成することが求められている。特別支援学校高等部の

（Table 1）。認定課程は，短期大学や大学等の課程認

キャリア教育や就労支援でこれまでに培ってきた指

定を受けた教育機関で所定の単位を修得した場合に教

導・支援方法及び関係機関との連携の仕方などは，高

員免許状が授与されるものである。一方，教育職員検

等学校のキャリア教育・就労支援の推進のロールモデ

定は，学校教育において担当する教科に関する知識，

ルとなるものであり，さらに強化してキャリア教育や

経験又は技能を有する者に対し，教員免許状の授与権

就労支援に取り組むことで，高等学校の抱える課題解

者である都道府県教育委員会が検定を行い，条件を満

決の糸口となることが期待される。

たした者に対して教員免許状を授与するものである。

特別支援学校高等部において取り組まれているキャ

この方法によって教員免許状を取得するためには，必

リア教育や就労支援の課題としては，キャリア教育や

要な単位の認定を受けることのできる認定講習を受講

就労支援を担当する特別支援学校教員の専門性の獲得

する必要がある。
文部科学省では，特別支援学校教員の特別支援学校

と 向 上 で あ る（ 藤 井，2011； 藤 井・ 川 合・ 落 合，
2012）。特別支援学校高等部において効果的なキャリ

教諭免許状保有率を向上させるために，認定講習を行

ア教育及び就労支援を行うためには，特別支援教育の

い，特定の単位を取得した者に特別支援学校教諭免許

専門性のみならず，職業リハビリテーションの専門性

状を付与するという策を講じてきている。この成果も

の 一 部 を 駆 使 す る こ と が 求 め ら れ て い る（ 藤 井，

あり，2011年現在，特別支援学校に所属する教員の特

2011; 藤井・川合・落合，2012）。

別支援学校教諭免許状の保有率は75.2% まで向上して

しかし，この職業リハビリテーションの専門性を獲

おり，2006年から順調に推移している。一方で，新規

得 す る た め の 研 修 機 会 が 十 分 で は な い（ 藤 井，

採用で特別支援学校教員となった者の当該障害種の免

2011）。特別支援教育の集大成ともいえる特別支援学

許状保有率は，62.9%（2011年）であり，2006年から

校高等部において，質の高いキャリア教育や就労支援

横這い傾向となっている（文部科学省，2012）。
眞城（2002）は，教員免許状の保有が必ずしも高い

を実現するためにも，これらを担う教員の専門性の担
保は，最優先されるべき課題の１つである。しかし，

専門性の担保を保証するものではないと述べている

こうしたキャリア教育や就労支援に必要な職業リハビ

が，山中・吉利（2010）も主張するように，免許状を

リテーションの専門性は，特別支援教育の専門性に上

保有することは，基礎的力量を担保することである。

積みされることで，生徒の実態に応じてさらに効果的

また，山中・吉利は，認定講習を受講した特別支援学

に活用できるようになる。よって特別支援学校高等部

校教員免許状未取得者を対象に，認定講習受講の動機

の教員は，キャリア教育及び就労支援を担う教員の前

に関する質問紙調査を実施したところ，対象者の多く

提条件として，特別支援教育の専門性が十分に担保さ

が現状のまま特別支援教育に携わることに不安を感じ

れていなければならない。

ていること，そして免許状の取得が教員の自信を高め
る可能性があることを明らかにし，基礎的地域の獲得

３．特別支援学校教員の専門性獲得の現状

と専門職としての自覚や自信の向上が，校外の関係機

特別支援学校教員の特別支援教育に関する専門性の
担保に関する課題は，2012年報告においても指摘され

関や保護者との連携の強化を図る上で重要な意味をも
つと指摘している。
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２．手続き
țUĈǾŜʓɃƥǖȈhĨƧ>ORų@MȨțbR

特別支援学校教諭免許状取得の要件
\1NM=YPs-o]7F#n+

ɖɘ@G+
本研究では，郵送法による無記名式調査を実施し

た。まず著者らが対象者に対して調査用紙を郵送し，
~rX/?
対象者は回答後，調査用紙を学校ごとに一括して著者
ɃƥÏįO@MUʓ#ƇĄO@MTãâŋƈʓ$ŭ
らに返送した。
ĻɥȖîWŲŕřȝTŲŕŋƈʓ%=e[NTƇĄȌ
ʌR5;dɥȖîWřȝTŲŕŋƈTùȶʓ&½ƗB
３．調査内容
dĖǭÈȺǎTǵʈȮƈĈǾʓ'ǍÕƂſĨƧƇɅ
調査内容としては，①教員としての勤務年数，②所
ÈȺǎT½Ɨǎƽʓ(½ƗBdǍÕƂſĨƧƇɅÈȺ

属部署及び担当役職の担当年数，③これまでの教員経

ǎTǵʈȮƈĈǾʓ)ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎòş

験における部署及び役職の担当年数の合計，④保有す

TȌȓȮƈĈǾʓ*ĹßƂſRɴBdǫ¿ȌʌTƗ

る基礎免許状の種類（複数回答），⑤特別支援学校教

ǊʓTȶʛʄǣhÍɚʄǣO@Mȹī@G+

諭免許状の保有状況，⑥保有する特別支援学校教諭免

~cb

Ⅱ．目

許状の種類（複数回答），⑦特別支援学校教諭免許状

~rXTy

的

ƝǫǸUʓǍÕƂſĨƧʍǽɥRĎȃ@ʓĹßƂſ

取得の経緯（複数回答），⑧就労支援に関する研修経

ɃƥƚɳUʓ 

ŋʜƖ  Əʟ  Ɩ

ƏN1JG+

験の有無，の計８項目を共通項目として設定した。

hŲ3ɜɏŵĶŲŕƇĄîWǍÕƂſĨƧRĎȃBd

ĈǾƚƏhɟ9M_ɃƥǖȈTɖɘ7Q6JGĨƧR

ǍÕƂſƇȟr{kwTĳɰŤTǏşǎƽh

Ĳ@MUʓU78Radlxhɘ«@G+

する特別支援教育コーディネーターの専門性の獲得
ȺǎîWǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎT½ƗǎƽʓòşT

調査期間は，2011年９月10日～10月15日であった。
~0VKZ

本研究は，特別支援学校高等部に在籍し，就労支

援を担う進路指導担当教員及び特別支援学校に在籍
Ƒb6RBdG^Rʓ=ebTƇĄ7½ƗBdĖǭÈ

状況を明らかにするために，これらの教員が保有す
ȌȓRK2MTɃƥhĬƎ@G+[GʓɜɏŵĶŲŕ

４．調査期間

回答期日を過ぎても調査用紙の返送がなかった学校に
ĈǾțTãâŋƈîWŲŕŋƈUʓĈǾțËµTŊ

る基礎免許状及び特別支援学校教諭免許状の保有状
ƇĄîWǍÕƂſƇȟr{kwTǍÕƂſĨ

対しては，はがきによるリマインダーを送付した。
đOưǇÁŃhȀÑ@G+ETªTʄǣUêȇɾȶh

況，取得の経緯についての調査を実施した。また，進
ƧƇɅÈȺǎ½Ɨǎƽ`òşTȌȓRK2MTƹɔĲ

ĬƎ@G+

路指導担当教員及び特別支援教育コーディネーターの
ɊO@MʓǍÕƂſĨƧʍǽɥRĎȃ@ʓɜɏŵĶŲ
特別支援学校教諭免許状保有状況や取得の経緯につい
ŕƇĄ`ǍÕƂſƇȟr{kwhȌʌ@G=
OTQ2ƇĄRĲ@M_ʓûƯTɃƥhĬƎ@G+
ての比較対象として，特別支援学校高等部に在籍し，

５．分析手法
回答者の勤務年数及び担当年数は，回答者全体の平
~hW
EeFeTɃƥʄǣTȍƢh
  ʟ RǮB+Q
均と標準偏差を算出した。その他の項目は単純集計を

ƝǫǸTǣǡhɡūBdG^Rʓȹī@GǫǸȹĆ
進路指導担当教員や特別支援教育コーディネーターを

5ʓȮƈĈǾhõȠO@M2dɃƥʄǣRK2MUʓ
実施した。

UʓTʗǈN1d+
経験したことのない教員に対しても，同様の調査を実

ĈǾțƈOʄǣ>OTĈǾƈTùȶ7ȣ@Q2=O

ʐʕʑǍÕƂſĨƧʍǽɥTɜɏŵĶŲŕƇĄʓʍǽ
施した。

h1b6A^ǘ@Ǆ4M5:+
Ⅳ．結

果

ɥƇĄîWǍÕƂſƇȟr{kwƇĄT½Ɨ
本研究の目的を達成するために，設定した研究設問
BdĖǭÈȺǎTǵʈNƕ_Ğ2TUPTÈȺǎ6+
は，以下の３点である。
ʐʖʑ=ebTƇĄTǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎòşT

~:6`5$:flDH
それぞれの調査項目の結果を Table 2～8に示す。
ĈǾțRK2MUʓǊƇĄ7  üʓ! ƇĄ7 

ÚùUPTǳŐ6ʓ[GETǵʈU¶6+

üʓɜɏƇĄ7  üTȶ   üĈñǐʝ N1

ʐʗʑǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎh½Ɨ@M2dƇĄò

JG+ǊƇĄTŊđãâŋƈU

şƍƾRUPTa3QȌȓ7ƕ_Ğ2T6+

cʓǒĎTĈǾțTŭĻǍÕƂſĨƧR5;dʍǽɥ

（１）特別支援学校高等部の進路指導担当教員，高等
部教員及び特別支援教育コーディネーター教員の保有
する基礎免許状の種類で最も多いのはどの免許状か。

（２）これらの教員の特別支援学校教諭免許状取得の
割合はどの程度か，またその種類は何か。

なお，複数回答を可能としている調査項目については，
回答者数と項目ごとの回答数の合計が一致しないこと
  ŋ  N1

をあらかじめ申し添えておく。

ŲŕŋƈTŊđU



ŋ 

１．回収率及び回答者属性

N1JG+[Gʓ

~RZ

ĈǾțT=e[NTƇĄƷR5;dʍǽɥŲŕTùȶ

~Atl

ŋƈTŊđU  ŋ  N1JG+! ƇĄTŊ

（３）特別支援学校教諭免許状を保有している教員の
免許状取得方法にはどのような経緯が最も多いのか。
ËČTǍÕƂſĨƧǩǡɼĮ 

ƧTʍǽɥRŭ

ĻBdɜɏŵĶŲŕƇĄʓɜɏƇĄOBdʓɜ

Ⅲ．方 法
ɏŵĶŲŕhȌʌ@G=OTQ2ƇĄʓǊƇĄO

BdʓE@MǍÕƂſƇȟr{kwRŵü?

e１．対象者
M 2 d Ƈ Ą   ʓ ! Ƈ Ą O B d T ø Ƨ ʗ ü ʓ ȶ
全国の特別支援学校（知的障害）492校の高等部に
 
ühĲɊțO@G+

所属する進路指導担当教員（以下，進路教員とする），
進路指導担当を経験したことのない教員（以下，無教
~Ki
員とする）
，そして特別支援教育コーディネーターに
ƝǫǸNUʓɦɘƾRadǊȸüőɃƥhĬƎ@G+
[CȨțb7ĲɊțRĲ@MɃƥǖȈhɦɘ@ʓĲɊ
指名されている教員（以下，Co 教員とする）の各校

３名，計1,476名を対象者とした。

回答者については，無教員が281名，Co 教員が276名，

進路教員が280名の計837名（回収率：56.0%）であっ

đãâŋƈU 

ŋ N1cʓǒĎTŭĻƧ

た。無教員の平均勤務年数は4.58年（SD=5.48）であり，

R5;dǍÕƂſƇȟr{kwŲŕŋƈTŊ

現在の回答者の所属特別支援学校における高等部担当
đU
 ŋ N1JG+

年数の平均は 2.92年（SD=3.12 ）であった。また，回
ĈǾțT=e[NTƇĄƷR52MʓǍÕƂſƇȟ

答者のこれまでの教員歴における高等部担当の合計年
r{kwŲŕȌʌTùȶŋƈTŊđU
 ŋ

数の平均は5.07年（SD=5.50）であった。Co
教員の平
 N1JG+
ƍʓɜɏƇĄTãâŋƈŊđU

均勤務年数は6.01年（SD=4.68）であり，現在の所属
ŋ
 N1cʓǒĎTŭĻƧR5;dɜɏŵĶ
校における特別支援教育コーディネーター担当年数の
ŲŕŋƈTŊđUʓ
  ŋ  N1JG+[GʓĈ
平均は2.78年（SD=1.68）であった。
ǾțT=e[NTƇĄƷR5;dɜɏŵĶŲŕŋƈT
ùȶŋƈTŊđUʓ
 ŋ  N1JG  +
回答者のこれまでの教員歴において，特別支援教育

コーディネーター担当経験の合計年数の平均は3.53年
（SD=2.89）であった。一方，進路教員の勤務年数平
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Table
回答者属性
   ２
l
: f
:
fD
lH
DH

Table
特別支援学校教諭免許状保有の有無
    ４
N
\ 1
\
1M
N=
MY
=P
Ys
Pso
-]
o,
]S
,#
SS
#[
S[

Table
  ５


保有する特別支援学校教諭免許状の種類
S
,
,
S%
\
%1
\N
1M
N=
MY
=P
Ys
Pso
-]
o#
]e
#e

| |
  ３
:f
Table
  回答者の保有する基礎免許状の種類
:l
f#
l,
#S
,
S%
<
%d
<do
-]
o#
]e
#|
e|

N
    \
\
1M
N=
MY
=P
Ys
Pso
-]
o7
]F
7#
Fg
#j
gj
Table
６ 1
特別支援学校教諭免許状取得の経緯

~,S%<d-o]#e|
~,S%<d-o]#e|

均は7.71年（SD=15.56）であり，現在の所属校におけ

ĈǾț7½ƗBdĖǭÈȺTǵʈRK2MUʓǊƇ
ĈǾț7½ƗBdĖǭÈȺTǵʈRK2MUʓǊƇ

る進路指導担当年数の平均は，3.48年（SD=2.83）であっ

ĄîWɜɏƇĄT½Ɨ@M2dĖǭÈȺǎTåÒUʍ
ĄîWɜɏƇĄT½Ɨ@M2dĖǭÈȺǎTåÒUʍ

た。また，回答者のこれまでの教員歴における進路指

ǽĨƧƇɅÈȺǎ7ƕ_Ğ:ʓ
ËµT
ǽĨƧƇɅÈȺǎ7ƕ_Ğ:ʓ
ËµThɍ4M2G+
hɍ4M2G+

導担当年数の合計年数の平均は，5.77年（SD=4.73）
Ƶ2NʓĨƧƇɅÈȺǎ7  O N1JG+

Ƶ2NʓĨƧƇɅÈȺǎ7  O N1JG+
! ƇĄUʓĨƧÈȺǎ7  Oƕ_Ğ:ʓƵ2N
 Oƕ_Ğ:ʓƵ2N

であった（Table
2）。
! ƇĄUʓĨƧÈȺǎ7

ʍǽĨƧƇɅÈȺǎ7
ʏN1JG+[GʓǊƇĄ
ʍǽĨƧƇɅÈȺǎ7 
ʏN1JG+[GʓǊƇĄ

２．保有する基礎免許状の種類
îWɜɏƇĄ7ʓķĨƧƇɅÈȺǎhĖǭÈȺǎOB
îWɜɏƇĄ7ʓķĨƧƇɅÈȺǎhĖǭÈȺǎOB

いずれも少数であった。ただし，Co 教員については
回答者が保有する基礎免許状の種類については，無
dț7
! !
ƇĄU
N1
~\1NM=YPs-o]7F#gj
dț7öN1JGTRĲ@Mʓ
öN1JGTRĲ@Mʓ
ƇĄU 
N1 ~\1NM=YPs-o]7F#gj
ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎh½Ɨ@M2dǊƇĄʓ!
11.2％と他群の教員よりも比較的多く専修免許状を保
ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎh½Ɨ@M2dǊƇĄʓ!

JG
 ++
教員及び進路教員が保有している基礎免許状は高等学
JG

校教諭免許状が最も多く，全体の40% を超えていた。

ƇĄʓɜɏƇĄTǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎòşTȌȓ
有していることが分かった。これは，無教員，進路教
ƇĄʓɜɏƇĄTǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎòşTȌȓ

RK2MU

 hìǌ?eG2+ǊƇĄUʓ
RK2MU
 hìǌ?eG2+ǊƇĄUʓŋ×
ŋ×
員の専修免許状保有率が4.1～7.0％であるのに対して，
ĠĨîWĠĨɷRadòş7
Nƕ_Ğ:ʓ
ĈǾT1JGǊƇĄʓɜɏƇĄʓ!
ƇĄTǍÕƂſ
ĠĨîWĠĨɷRadòş7
Nƕ_Ğ:ʓ
Ƶ2N
ĈǾT1JGǊƇĄʓɜɏƇĄʓ!
ƇĄTǍÕƂſ
より高い保有率を示している（Table
5）。 Ƶ2N
であった。Co
教員は，中学校免許状が34.1%
と最も
~\1NM=YPs-o],S#S[
~\1NM=YPs-o],S#S[/p
/p
次いで，中学校教諭免許状がそれぞれ38.1%
と39.0%
ĨƧƇɅÈȺǎ½ƗTǒǎUʓǊƇĄ7   ʓ! Ƈ

ĨƧƇɅÈȺǎ½ƗTǒǎUʓǊƇĄ7   ʓ! Ƈ
多く，次いで高等学校教諭免許状が30.4％であった。

ɀīɆșRadòş7
ƇĄîWɜ
ɀīɆșRadòş7  N1JG+!
 N1JG+!
ƇĄîWɜ

Ą
Ą7
  ʓEe6bɜɏƇĄ7
 N1JG
  ɏƇ
ɏ
ƇU
Ąʓ
Uɀ
ʓī
ɀɆ
īș
ɆR
șa
Rd
aò
dş
ò7
şE
7e
EF
ee
F e  O O
Ą7
 ʓEe6bɜɏƇĄ7
 N1JG
４．特別支援学校教諭免許状取得の経緯
また，無教員及び進路教員が，小学校教諭免許状を基
Oƕ_Ğ:ʓƵ2Nʘŋ×ĠĨîWĠĨɷRad
+ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTÏȻRK2MUʓǊƇ
Oƕ_Ğ:ʓƵ2Nʘŋ×ĠĨîWĠĨɷRad
+ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTÏȻRK2MUʓǊƇ

特別支援学校教諭免許状を保有している無教員，

礎免許状とする者が18% 台であったのに対して，Co

Oʓ
ĄTĘùUʓǵÈȺǎ7
òş7 
Oʓ O23ȍƢN1JG+ETªʄ
 O23ȍƢN1JG+ETªʄ
ĄTĘùUʓǵÈȺǎ7  Nƕ_Ğ:ʓƵ2N¤
 Nƕ_Ğ:ʓƵ2N¤ òş7
Co 教員，進路教員の特別支援学校教諭免許状取得の
ǵÈȺǎ
Ƈ Ƈ ǣRȾŕBdÏįRUʓƅɘĠĨRadòş`ʕŋɳ
ǣRȾŕBdÏįRUʓƅɘĠĨRadòş`ʕŋɳ
ǵÈȺǎ ʏʓĳ¿ÈȺǎʏN1JG+!
 ʏʓĳ¿ÈȺǎʏN1JG+!

教員は28.2% であった（Table 3）。

経緯については Table 6を参照されたい。無教員に

ĄOɜɏƇĄTÏȻUʓ!
ƇĄU
NǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎ7òşõȠQǍÕĳƄǰɂ
ĄOɜɏƇĄTÏȻUʓ!
ƇĄUʏʓɜɏƇĄU
ʏʓɜɏƇĄU NǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎ7òşõȠQǍÕĳƄǰɂ
ついては，４年制大学及び大学院による取得が47.9%
３．特別支援学校教諭免許状保有の有無と内訳
 
ʏO¤ǵÈȺǎòşț7ƕ_Ğ2=O7Ƒb6R
ǳRadòş7Ŷ<beM2G+
ʏO¤ǵÈȺǎòşț7ƕ_Ğ2=O7Ƒb6R ǳRadòş7Ŷ<beM2G+

回答のあった無教員，進路教員，Co 教員の特別支
QJG+Ƶ2NʓǵÈȺǎ½ŴțTÚùʐ!
ƇĄʝ
QJG+Ƶ2NʓǵÈȺǎ½ŴțTÚùʐ!
ƇĄʝ

で最も多く，次いで認定講習による取得が33.3% で

あった。Co 教員及び進路教員については，認定講習
援学校教諭免許状保有の現状は，無教員が73.1%，Co
7Fgj
ʓɜɏƇĄʝ
ʑ7Ğ6JG+ĳ¿ÈȺǎR
~\1NM=YPs-o]#e|
7Fgj
ʓɜɏƇĄʝ
ʑ7Ğ6JG+ĳ¿ÈȺǎR ~\1NM=YPs-o]#e|
による取得がそれぞれ41.3%
と43.7%
と最も多く，次
教
員
が94.5%，
そ
れ
か
ら
進
路
教
員
が84.6%
で
あ
っ
た
ĈǾțT½Ɨ@M2dǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTǵ
K2MUʓǊƇĄʓ!
ƇĄʓɜɏƇĄT2Ce_ĸƈ
ĈǾțT½Ɨ@M2dǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTǵ
K2MUʓǊƇĄʓ! ƇĄʓɜɏƇĄT2Ce_ĸƈ
いで４年制大学及び大学院による取得がそれぞれ
N1JG+GH@ʓ!
ƇĄRK2MU
（Table
4）。特別支援学校教諭免許状の内訳について
ʈOEebhòş@GȌȓTɴɛhƫȼ@GO=fʓ
N1JG+GH@ʓ!
ƇĄRK2MU  ʏOªȗT
 ʏOªȗT ʈOEebhòş@GȌȓTɴɛhƫȼ@GO=fʓ
ƇĄʓɜɏƇĄ2CeTÃý_ʓǍÕƂſ
ƇĄac_ƹɔǡĞ:ĳ¿ÈȺǎh½Ɨ@M2d=O
40.3% と34.1%
という結果であった。その他の項目に
は，無教員の場合は，一種免許状が51.5%
で最も多く， ǊƇĄʓ!
ǊƇĄʓ!
ƇĄʓɜɏƇĄ2CeTÃý_ʓǍÕƂſ
ƇĄac_ƹɔǡĞ:ĳ¿ÈȺǎh½Ɨ@M2d=O
ĨƧƇɅ¤ǵÈȺǎTòşUʓɀīɆșRadòş7
7Ò6JG+=eUʓǊƇĄʓɜɏƇĄTĳ¿ÈȺǎ
ĨƧƇɅ¤ǵÈȺǎTòşUʓɀīɆșRadòş7
7Ò6JG+=eUʓǊƇĄʓɜɏƇĄTĳ¿ÈȺǎ
該当する内容には，放送大学による取得や１年間で
次いで二種免許状
（41.5％），専修免許状（7.0％）であっ
½Ɨǐ7ʓ
 ʟʏN1dTRĲ@Mʓacʍ2½
ʙÚ6bʚÚhë^M2G+ƍʓǍÕƂſĨƧƇɅ
½Ɨǐ7ʓ
 ʟʏN1dTRĲ@Mʓacʍ2½
特別支援学校教諭免許状が取得可能な特別専攻科課
た。Co
教員と進路教員の内訳は，Co
教員は46.8％， ʙÚ6bʚÚhë^M2G+ƍʓǍÕƂſĨƧƇɅ
ƗǐhǮ@M2dʐ
 ʑ+ʑ+
ƗǐhǮ@M2dʐ
進路教員は57.2％と二種免許状取得者が最も多いこと

ǵÈȺǎîWǍÕƂſĨƧĳ¿ÈȺǎTòşȌȓUʓ
ǵÈȺǎîWǍÕƂſĨƧĳ¿ÈȺǎTòşȌȓUʓ
程による取得が挙げられていた。

が明らかになった。次いで，一種免許状保持者の割合
（Co 教員：42.0%，進路教員：38.7%）が多かった。専

５．特別支援学校教諭免許状の種類と取得経緯

修免許状については，無教員，Co 教員，進路教員の
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回答者が保有している特別支援学校教諭免許状の種

川合

紀宗・藤井明日香

    ７ 特別支援学校教諭免許状取得の経緯
\1NM=YPs-o]7F#gj
[P8:
Table
( 無教員回答）

ĨƧƇɅÈȺǎ½ƗǐTËČŊđN1d
  Oûǳ
許状を保有している者が，特別支援教育コーディネー
ŐN1cʓ!
ƇĄʓɜɏƇĄRK2MUŊđac_ʍ
ターに指名されていることが考えられる。

f

2½ƗǐTÃý71dO24d+[GʓǍÕƂſƇȟ

特別支援学校教諭免許状の保有状況は，Co 教員が

r{kw`ɜɏŵĶŲŕQPǍīTřȝhŲ

94.5%，進路教員84.6% であり，無教員は73.1% であっ

JM2dƇĄUʓǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎT½Ɨ7

た。無教員については現職教員の特別支援学校教諭免

īUŲ½?eM2dO24d+=TǍÕƂſĨƧƇɅ

許状保有率の全国平均である75.2% と同程度であり，

ÈȺǎTÏȻUʓ! ƇĄʓɜɏƇĄU2Ce_¤ǵÈ

Co 教員，進路教員については平均よりも高い保有率

Table
   ８ 特別支援学校教諭免許状取得の経緯
\ 1 N M = Y P s - o ] 7 F # g j(Co
  教員回答）
P8:

Ⱥǎ½Ɨț7ƕ_Ğ:ʓǊƇĄUǵÈȺǎT½Ɨț

7 の傾向があるといえる。また，特別支援教育コーディ
 NĞ2ǒǎ7Ƒb6RQJG+ǍRɜɏƇĄUʓ
 ネーターや進路指導担当などの役割を担っている教員
7¤ǵÈȺǎ½ƗțN1cʓûƯR¤ǵÈȺǎ½

f

は，特別支援学校教諭免許状の保有率がある程度担保
ƗțTĞ2
! ƇĄOƹɔ@M_ʓĞ:TɜɏƇĄ7¤
ǵÈȺǎ½ƗțN1dǒǎ7Ƒb6RQJG+[G
!
されているといえる。この特別支援学校教諭免許状の
ƇĄUʓĳ¿ÈȺǎ½Ɨț7
 N1cʓɜɏƇĄʓ
内訳は，Co 教員，進路教員はいずれも二種免許状保
ǊƇĄOƹɔ@Mʍ2½ƗǐhǮ@M2d=O7Ƒb
有者が最も多く，無教員は一種免許状の保有者が最も
6RQJG+K[cʓǍÕƂſĨƧTʍǽɥRŭĻB
多い現状が明らかになった。特に進路教員は，57.2%

Table ９ 特別支援学校教諭免許状取得の経緯 ( 進路教員回答）


\ 1 N M = Y P s - o ] 7 F # g j w v P 8 :

dƇĄîWʍǽɥTɜɏŵĶŲŕƇĄʓǍÕƂſƇȟ

が二種免許状保有者であり，同様に二種免許状保有者

r{kwƇĄTǍÕƂſƇȟRɴBdĳɰŤ

の多い Co 教員と比較しても，多くの進路教員が二種

TĖǭUʓǍÕƂſĨƧƇɅĳ¿ÈȺǎNUQ:ʓû

免許状保有者である現状が明らかになった。また Co

f

ǵQ2@¤ǵÈȺǎT½ƗRaJMŲ½?eM2d

教員は，専修免許状保有者が11.2% であり，進路教員，

ǒǎ71dO24d+

無教員と比較して高い保有率を示していることが明ら
ǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTòşUʓ
ŋ×ĠĨîWĠ

かになった。つまり，特別支援学校の高等部に所属す
ĨɷRadòşOɀīɆșRadòş72Ce_ʘÚ
る教員及び高等部の進路指導担当教員，特別支援教育
ǳŐhë^M5cʓETªTòşƍƾRUʓɚ¾Ƈȟ
コーディネーター教員の特別支援教育に関する専門性
`ƅɘĠĨ`ǍÕƂſƇȟǍÕĳƄǰQPTɀīɂǳ
ʘŋǕĠĨîWĠĨɷR5;dòş7ʚÚhë^M2

RaJMòş@M2d=O7Ƒb6RQJG+ŭƗ@
の基礎は，特別支援学校教諭専修免許状ではなく，同

G+[GETªTʄǣRȾŕBdʓǍÕƂſƇȟǍÕ
類とそれらを取得した経緯の関連を検証したところ，

M2dǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎTǵʈOòşȌȓTɴ
一種ないし二種免許状の保有によって担保されている

ĳƄǰ`ƅɘĠĨRadòşQP_ʕÚǳŐhë^M
無教員，Co
教員，進路教員いずれの傾向も，特別支

ɛUʓɜɏƇĄʓǊƇĄʓ!
現状があるといえる。 ƇĄT2Ce_¤ǵÈȺ

2G  ʓ  ʓ   +

援学校教諭二種免許状の取得は，認定講習による取得

ǎTòşUɀīɆșRad_T7 ʏ6b  ʏh

が６割から７割を占めていた。一方，特別支援学校教

ë^M2G+ǵÈȺǎîWĳ¿ÈǎTòşUʓʘŋ

特別支援学校教諭免許状の取得は，４年制大学及び

大学院による取得と認定講習による取得がいずれも４

~k@

×ĠĨîWĠĨɷRadòşRad_T7ʚÚhɍ4

~\1NM=YP8#BxHL,#a]

M2dǒǎ7Ƒb6RQJG+K[cʓ¤ǵÈȺǎT

諭一種免許状及び特別支援学校専修免許状の取得経緯
は，４年制大学及び大学院における取得が７割を占め
ǍÕƂſĨƧʍǽɥTɜɏŵĶŲŕƇĄîWʍǽɥ

ていた。またその他の項目に該当する，特別支援教育
ƇĄʓǍÕƂſƇȟr{kwT½ƗBdĖǭ
特別専攻科や放送大学による取得なども１割程度を占
ÈȺǎTǵʈUʓʍǽɥTŭĻBdɜɏƇĄOǊƇĄ
めていた（Table
7，Table 8，Table 9）。
UÍRʓʍǽĨƧƇɅÈȺǎT½Ɨț7ʘÚɍ4M5

cʓĨƧƇɅÈȺǎUʘÚŒN1JG+=eUʓƇ

ȝĄÈȺƾǼƟʗTȰīRǇAMʓƇĄTɩȕUƇ
Ⅴ．考 察

割程度を占めており，その他の取得方法には，通信教
育や放送大学や特別支援教育特別専攻科などの認定課

½ƗțTĞ:UʓƇȟȝĄƫīRī^bedɀīɆș

程によって取得していることが明らかになった。所有

RaJMǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎhșş@M2dǒǎ

している特別支援学校教諭免許状の種類と取得経緯に
71dO24d+ƍʓɀīɆșNǵÈȺǎhòş
ついては，進路教員，無教員，Co
教員のいずれも二
@M2dțU
ʟʏǳŐN1JG+K[cʓǍÕƂſ
種免許状の取得は認定講習によるものが60.9％から
ĨƧƇɅ¤ǵÈȺǎhòş@GŜRǵÈȺǎTòş
hȫ3ț7ĸQ2ǒǎ7żǅ?ed+
72.8％を占めていた。一種免許状及び専修免状の取得

ĄT½ƗBdĖǭÈȺǎRǤŕBdʍǽɥîWĨɥ

ƝɃƥTȍƢʓ
! ƇĄîWɜɏƇĄTÈȺǎ½ƗUʓ
は，４年制大学及び大学院による取得によるものが７

XɩȕBd=O7ȚŪ?eM2dOȚ4bed+ƍ
１．特別支援学校教員の専門性担保の現状

¤ǵÈȺǎ7ƕ_Ğ2ǒǎ7Ƒb6RQcʓòşȌȓ
割を超えている現状が明らかになった。つまり，二種

!特別支援学校高等部の進路指導担当教員及び高等部
ƇĄUʓķĨƧƇɅÈȺǎʓĨƧƇɅÈȺǎîW

UɀīɆșRadòş7ƕ_Ğ2=O7Ƒb6RQJ
免許状の保有者の多くは，教育職員検定に定められる

ʍǽĨƧƇɅÈȺǎT2Ce_ȆʗÚÙŜN1d=O

G+=eUʓɜɏƇĄîWǊƇĄT½ƗBdĖǭÈȺ

6bʓĖǭÈȺǎRɴgbCʓǍÕƂſĨƧƇĄÈȺ

ǎ7ʓĨƧƇɅîWʍǽĨƧƇɅÈȺǎN1d=O

ǎh½Ɨ@M2dț7ʓǍÕƂſƇȟr{kw

6b_ǹ4d7ʓƇȟȝRŞ£@GŜRʓɀīɆșh

Rŵü?eM2d=O7Ț4bed+

ȌMǍÕƂſƇȟRɴBdĳɰŤhǏş@M2dƇĄ

教員，特別支援教育コーディネーターが保有する基礎
免許状の種類は，高等部の所属する進路教員と無教員
は共に，高等学校教諭免許状の保有者が４割超えてお
り，中学校教諭免許状は４割弱であった。これは，教
=ebTƇĄTǍÕƂſĨƧƇɅÈȺǎT½Ɨǎƽ

職員免許法第三条３の規定に準じて，教員の配置は教
Uʓ! ƇĄ7   ʓɜɏƇĄ  N1cʓǊƇĄU
員の保有する基礎免許状に相当する高等部及び中学部
  N1JG+ǊƇĄRK2MUǒȝƇĄTǍÕƂſ

認定講習によって特別支援学校教諭免許状を習得して
いる現状があるといえる。一方，認定講習で一種免許
状を取得している者は５～９％程度であった。つまり，
特別支援学校教諭二種免許状を取得した後に一種免許

7Ġçhë^M2dO23=ON1cʓ=T¤ǵÈȺ

状の取得を行う者が少ない現状が推測される。
ǎ½ƗțTĞ?UʓƊɥǰĨǥ7ɆAM8GÈȺǎ½

本調査の結果，Co 教員及び進路教員の免許状保有
ƗǐýXTòcȋ\TūƢO24d+

へ配置することが考慮されていると考えられる。一方

は，二種免許状が最も多い現状が明らかになり，取得

Co 教員は，小学校教諭免許状，中学校教諭免許状及

経緯は認定講習による取得が最も多いことが明らかに

び高等学校教諭免許状のいずれも約３割前後であるこ

なった。これは，進路教員及び無教員の保有する基礎

とから，基礎免許状に関わらず，特別支援学校教員免

免許状が，中学校教諭及び高等学校教諭免許状である
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特別支援学校（知的障害）教員の専門性獲得に関する調査研究 ― 特別支援学校教諭免許状保有状況に関する調査から ―
ことからも窺えるが，教育職に従事した後に，認定講

との融合が不可欠となる。

習を経て特別支援教育に関する専門性を獲得している
教員が大半を占めているということであり，この二種

２．高度な特別支援教育の専門性担保の必要性
特別支援教育に携わる教員の専門性は，「人間性に

免許状保有者の多さは，文部科学省が講じてきた免許

関する事柄」，「組織で仕事をしていくために必要な知

状保有率向上への取り組みの成果といえる。
特別支援学校教諭免許状の取得には認定課程と教育

識・技能に関する事柄」，「実際に障害のある子どもを

職員検定の２つの方法があるが，それぞれの条件は大

指導し必要な支援を実施していくための知識・技能に

きく異なる。例えば，一種免許状の取得条件は，認定

関 す る 事 柄 」 が 構 成 要 素 と な っ て い る（ 木 村，

課程において取得する場合には，幼稚園，小学校，中

2006）。また，実際に障害のある子どもに必要な支援

学校及び高等学校の教諭普通免許状に加え，26単位の

を実施していくための知識・技能は，
「基本的な知識・

履修が必要であるのに対して，教育職員検定による取

技能」と「応用・専門技能」に分けられており，
「応用・

得では，特別支援学校教諭二種免許状の保有に加え，

専門技能」は「基礎的な知識・技能」の上位項目とし

特別支援学校で３年間在職した上で，６単位の認定講

て位置づけられている（木村）。「基礎的な知識・技能」

習を履修することが条件となる。また，教員職員検定

はどんな職種でも必要とされる知識・技能であり，特

によって二種免許状を取得する場合の条件は，特別支

別支援学校の教育では，どんな年齢や障害種の児童生

援学校に限らず幼稚園，小学校，中学校，高等学校又

徒にも共通する指導の知識や技能に該当すると考えら

は中等教育学校に３年間在職しており，認定講習にお

れる。「応用・専門技能」は，その職種に特有な知識・

いて６単位を履修していることになる。

技能であり，特別支援教育コーディネーターや進路指

もし特別支援学校の免許状を保有していない教員

導担当教員など，関係機関との連携を主とする職務や，

が，教員職員検定によって一種免許状を取得する場合

職業教育を中心とする職務に求められる知識・技能が

には，まず，６単位の認定講習を受け，特別支援学校

該当すると考えられる。

教諭二種免許状を取得した後，さらに特別支援学校に

現在の特別支援学校教諭の免許状保有率向上に向け

３年間勤務し，６単位の認定講習を受けることによっ

た取り組みは，この「基礎的な知識・技能」を獲得さ

て特別支援学校教諭一種免許状を取得できることな

せる取り組みといえる。この「基礎的な知識・技能」

る。この場合，最低でも教育職に従事してから６年間

を獲得させるための機会として重要な役割を果たして

（内３年間は特別支援学校勤務）を経て，かつ認定講

いる教員職員検定による二種免許状の取得には，６単

習において12単位（二種免許状条件の６単位と一種免

位の認定講習の履修が求められている。

許状条件の６単位）
を修得して取得できることになる。

一方，認定課程で二種免許状を取得するには，最低

本調査の結果では，進路教員及び Co 教員は，二種

修得単位として16単位が規定されており，特別支援教

免許状の保有者が最も多かった。しかし彼らの特別支

育の基礎理論の科目２単位，特別支援教育領域に関す

援学校勤務年数はほとんどが６年以上であることか

る科目８単位，免許状に定めることになる特別支援教

ら，こうした者は認定講習で更に６単位を修得すれば

育領域以外の領域に関する科目３単位，障害のある幼

特別支援学校教諭一種免許状が取得できる。本調査で

児児童生徒についての教育実習３単位の取得が必要で

は，特別支援学校教諭二種免許状を保有する回答者に

ある。これら計16単位で，特別支援教育に関する法制

対して，特別支援学校教諭一種免許状取得の意欲や取

度や概論，障害のある児童生徒の生理や病理，指導法

得に向けての具体的計画について尋ねていないため，

や評価法などの特別支援教育に従事する上で最低限必

これから取得を予定しているか否かについては判断が

要な基礎的知識及び技能の習得ができるものと考えら

できない。しかし，特別支援教育の中でも，特に高度

れている。

な専門性の獲得が求められている特別支援教育コー

教員職員検定による免許状の取得は，現職教員を対

ディネーターや進路指導担当教員の専門性の基盤とし

象としているため，３年以上の勤務経験を条件として

て，二種免許状取得の条件となっている６単位の認定

いることから，障害のある幼児児童生徒に対する教育

講習の内容だけで，特別支援教育に関する高度な専門

実習の３単位は，不要とも考えられる。よって，認定

性が十分に担保されているのかという点について疑問

課程の二種免許状の取得要件である16単位から，教育

がある。当然，実践の中で日々培っている実践力や指

実習に関する科目の３単位を除いたとしても，13単位

導力については，講義形式の学習では獲得は困難であ

の修得は，基礎的な知識・技能を獲得するために最低

る。しかし，こうした日々の実践をエビデンスに基づ

限必要な単位数と考えられる。この認定課程で定めら

く実践へと高めるためには，日々の実践と新たな知識

れている，教育実習を除く13単位程度の内容を教員職
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川合

紀宗・藤井明日香

員検定の条件に沿って満たす場合には，二種免許状の

の課題には，各都道府県や政令指定都市において，そ

取得と一種免許状の取得を目指すことで，計12単位の

れぞれの地域が抱える課題や状況に合わせて取り組む

認定講習を受講することになる。つまり，現行の教員

ことが求められる。

職員検定の制度を活用して，特別支援教育に必要な基

障害のある者の幼児期から成人期までの支援におい

礎的な知識・技能の担保を行うためには，特別支援学

て，関係機関の連携は切り離せない。特別支援教育で

校教諭の一種免許状の取得を目指すことが妥当なので

は，質の高い教育的支援を実現させる為に，生徒のニー

はないかと考えられる。

ズに応じて関係機関と連携を図ることが求められてお

そのためには，教員の特別支援学校教諭免許状保有

り，特別支援学校を含む多機関による連携が前提と

率の向上及び特別支援教育の専門性担保の取り組み

なっている。この多機関による連携を実現するために，

を，２つのステップに分ける必要がある。まず，第１

学校では特別支援教育コーディネーターが指名されて

のステップとして，教員経験が３年以上となる教員を

いる。多機関による連携の実現は，特別支援学校高等

対象に，認定講習によって６単位を履修させ，特別支

部の就労支援では更に重要になってくる。就労支援で

援学校教諭二種免許状を取得させた後に，特別支援学

は，単に生徒が企業等に就職をする時点が目標ではな

校へ勤務させることである。第２のステップは，特別

く，その後安定した日常生活を送りながら，職業的自

支援学校教諭二種免許状を保有し，特別支援学校での

立をすることが求められている。よって，特別支援学

勤務が３年以上になる教員に，認定講習を６単位受講

校高等部では，生徒の在学時から卒業後にかけて，彼

させ，特別支援学校教諭一種免許状を保有させること

らの職業的自立に必要と考えられる支援機関と連携し

である。これらの２つのステップを計画的に現職教員

ながら就職を目指している。特別支援教育おいて特別

に実施することで，特別支援学校教諭免許状の保有率

支援学校が関係機関と行っている連携は，多機関・多

の向上と特別支援教育に関する基礎的な専門性は担保

職種連携と呼ばれる形態のものであり，複数ある連携

されると考えられる。2012年報告でも，特別支援学校

の形態の中でも，連携に従事する者に高度な専門性が

教員の特別支援学校教諭免許状を必ず保有するという

求められるものである（藤井・川合，2012）。この多

方向で取り組む必要性を指摘しており，同免許状を保

機関・多職種連携では，従事する者の一定の専門性が

有せずに特別支援学校に勤務することとなった教員に

連携を効果的に行う上での影響要因となる。よって，

対し，数年以内に同免許状を保有させるといった方針

業務の一環として多機関・多職種連携を担うことにな

が重要としている。しかし，こうした免許状保有率の

る就労支援を担う教員や特別支援教育コーディネー

向上及び特別支援教育の専門性の担保を行うために

ターにとっては，特別支援教育の専門性を獲得してい

は，学習環境の整備や柔軟な学習機会の提供が鍵とな

ることは，今後更に重要な意味を持つ。
特別支援教育の専門性の担保には，特別支援教育の

る。
玉村・越野・郷間・岩坂・小山（2008）は，認定講

基礎的な知識・技能を獲得している教員の数を増や

習を受講した現職教員を対象に，研修に関するニーズ

す，特別支援教育の専門性を保有する教員の裾野を広

調査を行っている。その結果，特別支援教育の専門性

げる観点と，特別支援教育コーディネーターや進路指

を獲得するためには，勤務を休まずに学べる環境の整

導担当教員など，特別支援教育の中でも高度な専門性

備が重要であり，夏季休業中や休日夜間の開講授業を

である応用・専門的知識・技能を深めることが求めら

するような学習形態が多く望まれていることが明らか

れている教員を更に育成していくような，特別支援教

になった。この学習環境の整備と柔軟な学習機会の保

育の専門性を更に高いレベルへと導く観点の２つの観

障は，「基礎的な知識・技能」を獲得するための認定

点から整理する必要がある。

講習だけの課題ではなく，「応用・専門技能」の獲得

先述した２つのステップを活用した特別支援教育の

を目指す進路指導担当教員の専門性を向上させる研修

専門性担保は，特別支援教育の裾野を広げる観点から

においても同様の課題が生じている。

捉えたものである。しかし，特別支援教育の質を更に

藤井（2011）は，特別支援学校高等部の進路指導担

高めるためには，基礎的な知識・技能を保有している

当教員の専門性獲得・向上の課題について，就労支援

ことが，応用・専門的知識・技能を獲得するための前

に関する学習機会が夏季休業中などの長期休業中や休

提条件となる。よって特別支援教育の更なる発展のた

日ではないことなどによって制限されていることを明

めにも，特別支援教育の専門性を保有する教員を確保

らかにしている。教員の専門性向上を図るためには，

するための取り組みと，特別支援教育コーディネー

教員の学習機会を保障することが重要になることは，

ターや進路指導担当教員などの特別支援教育の中でも

答申や2012年報告でも言及されている。よってこれら

更に高度な専門性が求められている教員の専門性担保
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の課題に同時に取り組まなければならない。

センター研究紀要，10，15-23.

さらに高い専門性を担保し，教員の質の向上を継続
するためには，一種・専修免許状取得後の定期的かつ

藤井明日香・川合紀宗・落合俊郎（2012）特別支援学

恒常的な研修体制（生涯学習）を構築し，これらの取

校（知的障害）高等部の進路指導担当教員に求めら

得単位数や学位の有無による給与や待遇などの差別化

れる専門性−職業リハビリテーションに関連した専
門性に着目して−，職業リハビリテーション，25（2），

を行うことが必要と考えられる。

2-13．

進路指導担当教員が業務・役割を遂行する上で求め
られている応用・専門的知識・技能の獲得について

藤井明日香（2011）特別支援学校高等部の進路指導担

は，藤井（2011）が階層的な進路指導担当教員養成シ

当教員の専門性獲得の現状と課題，職業リハビリ
テーション，24（2），14-23．

ステムの構築を提案している。この取り組みについて
本稿では詳述しないが，特別支援教育の専門性担保と

木村宣孝（2006）知的障害教育における領域・教科を

いった課題は，特別支援学校教諭免許状の保有率の向

合わせた指導と教師の専門性向上に関する研究，特

上のような，基礎的な専門性の担保だけでなく，高度

別支援教育総合研究所，課題番号 B-198，116-125．

な専門性の担保といった点においても，早急に対応す

文部科学省（2012）共生社会の形成に向けたインクルー
シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

べき課題となっていることは明らかである。
今回の答申によって，我が国の教員養成体制や免許

（報告）．

状の位置づけが大幅に改編されていく可能性が示唆さ

玉村公二彦・越野和之・郷間英世・岩坂英巳・小山あ

れた。よって特別支援教育領域もこの改編の影響を大

りさ（2008）特別支援教育における現職教員の免許

きく受けることが想定されるなかで，特別支援教育の

取得及び研修に関するニーズの検討−「特別支援教

現場の専門性を低下させずに，いかに質の高い特別支

育と現職教員研修に関するニーズ調査」を中心に−，

援教育を実現していくかについて，教員養成機関，教

奈良教育大学教育実践総合センター研究紀要，17，
251-256．

育委員会，学校，保護者，教員などがそれぞれの立場

山中友紀子・吉利宗久（2010）特別支援学校教諭免許

から議論していく必要がある。

Ⅵ．文

状の取得を希望する教員の免許制度に対する意識と

献

ニーズ，岡山大学教育実践総合センター紀要，10，
41-46．

中央教育審議会（2012）教職生活の全体を通じた教員
の資質能力の総合的な向上方策について（答申）．

＊１：共生社会とは，「誰もが相互に人格と個性を尊

藤井明日香・川合紀宗（2012）特別支援学校高等部の

重し支え合い，人々の多様な在り方を相互に認め合

就労支援における関係機関との連携の在り方−多機

え る 全 員 参 加 型 の 社 会 」 で あ る（ 文 部 科 学 省，

関・多職種連携を困難にさせる要因の考察から−，

2012）。
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