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高等学校教諭一種免許状の所要資格 

 

１ 概要 

中学校教諭普通免許状（二種免許状を除く。）取得後、中学校に相当する学校の教員として３年間良好な

成績で勤務し、かつ大学等において所定の単位（12 単位）を修得した上で、教育職員検定（人物、学力、

実務及び身体の審査）に合格した者に高等学校教諭一種免許状を授与します。 

 

２ 在職年数の算定について 

 (１) 在職期間の算定は、民法の期間計算の例により、日を単位として計算します。 

例１）４月１日から翌年の３月 31日までの任用(雇用)形態…１年 

例２）４月１日から翌年の３月 25日までの任用(雇用)形態…11か月と 25日 

(２) 受検者が２つ以上の学校に勤務した場合は、各々の学校における在職年数を通算するものとします。

ただし、兼務、兼職等の事由により同一の期間に複数の学校に勤務した場合は、いずれか一方の学校

の在職年数のみが通算対象となります。 

 (３) 懲戒処分としての停職の期間（これに類するものを含む。）及び休業、休暇等で職務に従事しない期

間で、引き続き 90日を超える期間を除算します。 

 (４) 非常勤の職の期間は、上記の除算期間を除いた在職年数の２分の１に相当する期間を在職期間とし

て取り扱います。 

 

３ 修得単位数について 

(１) 単位は、以下のいずれかの方法で修得することができます。 

  ア 高等学校教諭免許状取得のための教職課程(認定課程)を有する大学等 

イ 教育職員検定（別表第８）に対応した免許法認定講習・公開講座・通信教育を実施する大学等 

  ※開設情報は、文部科学省のホームページで確認することができます。 

(２) 法定科目名に対応する大学等の開設科目については、必ず大学等に確認してください。上記の対応

関係について免許担当で確認することができません。 

 

４ 免許取得必要単位数の軽減措置について 

平成 28 年３月 31 日公布の教育職員免許法施行規則の一部改正により、中学校等における在職年数３年

に加えて、授与を受ける免許状に関連する学校（高等学校等）における平成 28年４月１日以降の教職経験

があれば、当該教職経験１年ごとに３単位修得したものとみなす（最低修得単位数の半数を限度とする。）

軽減措置が新たに規定されました。 

なお、軽減措置の対象者は、法令により限定されています。 

したがって、本軽減措置を適用し、高等学校教諭一種免許状の取得を検討する際は、単位数の軽減措置

の対象となる学校の設置根拠に該当するかどうか、必ず所属に確認してください。勤務する学校の設置者

が証明する「軽減措置対象学校設置証明書」を提出することをもって、軽減措置の対象となることを確認

します。  
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５ 所要資格 

基礎 

免許 
有することを必要とする学校の免許状 

中学校教諭普通免許状※１ 

（二種免許状を除く） 

在
職
年
数 

基礎免許取得後、当該免許で良好な成績で勤務したことを必要とする最低在職年数 

以下に掲げる中学校等における教員経験 

・中学校 

・義務教育学校の後期課程 

・特別支援学校の中学部 

３年 

単
位 

基礎免許取得後、大学等において修得することを要する単位数 

法
定
科
目
名 

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目 

各教科の指導法に

関する科目 

各教科の指導法（情報機器及

び教材の活用を含む。）※２ 
２単位 

道徳、総合的な学

習の時間等の指導

法及び生徒指導、

教育相談等に関す

る科目※３ 

生徒指導の理論及び方法 

２単位 

教育相談(カウンセリングに関する

基礎的知識を含む。)の理論及び方法 

進路指導及びキャリア教育の

理論及び方法 

大学が独自に設定する科目※４ ８単位 

計 12単位 

※１ 基礎となる中学校教諭普通免許状（二種免許状を除く。）の免許教科と授与を受けようとする高等学校教諭一種免

許状の免許教科の対応関係は、別表１のとおり。 

※２ 各教科の指導法は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、工業、情報、外国語（英

語その他の外国語ごとに応ずるものとする）及び宗教の各科目のうち、受けようとする免許教科の指導法を修得する

こと。 

※３ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の修得に当たっては、３つの事項（生

徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基礎的知識を含む。）の理論及び方法、進路指導及びキ

ャリア教育の理論及び方法）を全て含むこと。 

※４ 大学が独自に設置する科目の修得に当たっては、授与を受けようとする教科が、地理歴史、公民、情報、工業又は

家庭の場合には、別表２に掲げる法定科目について、在職年数に応じて必要単位数を修得すること。 
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別表１ 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係

る教科 

有する中学校教諭の普通

免許状（二種免許状を除

く。）の教科の種類 

受けようとする高等学校

教諭一種免許状の教科の

種類 

有する中学校教諭の普通

免許状（二種免許状を除

く。）の教科の種類 

受けようとする高等学校

教諭一種免許状の教科の

種類 

国語 国語  保健 保健 

社会 地理歴史又は公民  技術 工業又は情報 

数学 数学  家庭 家庭 

理科 理科  外国語（英語） 外国語（英語） 

音楽 音楽  
外国語（○○語）※ 外国語（○○語）※ 

美術 美術  

保健体育 保健体育 宗教 宗教 

※ 外国語(フランス語)、外国語(ドイツ語)等外国語ごとに応ずるものとする。 

 

別表２ 授与を受けようとする免許教科に応じた「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法 

授与を受けようと

する免許教科 

法定科目名 

（教科に関する専門的事項に関する科目） 
法定単位数 

地理歴史 

日本史 

左記の四つの科目のうちから１以

上の科目について１単位以上 

外国史 

人文地理学・自然地理学 

地誌 

公民 

「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」 
左記の三つの科目のうちから１以

上の科目について１単位以上 
「社会学、経済学（国際経済を含む。）」 

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 

情報 

情報システム（実習を含む。） １単位以上 

情報通信ネットワーク（実習を含む。） １単位以上 

マルチメディア表現・マルチメディア技術（実習を含む。） １単位以上 

情報と職業 １単位以上 

工業 
工業の関係科目 ２単位以上 

職業指導 ２単位以上 

家庭 

住居学（製図を含む。） １単位以上 

保育学（実習及び家庭看護を含む。） １単位以上 

家庭電気・家庭機械・情報処理 １単位以上 

備考 

１ 教科に関する専門的事項に関する科目の修得内容は、原則として（ ）書きの内容を含む必要がある。 
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６ 所要資格（軽減措置を適用する場合） 

基礎 

免許 
有することを必要とする学校の免許状 

中学校教諭普通免許状※１ 

（二種免許状を除く） 

在
職
年
数 

基礎免許取得後、当該免許で良好な成績で勤務したことを必要とする最低在職年数 

以下に掲げる中学校等における教員経験 

・中学校（義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部を

含む。） 

３年 ３年 ３年 

中学校等における３年間の実務経験に加え、平成 28年４月１日

以降の下記に掲げる教職経験を有する場合、免許状取得必要単

位数が軽減されます。 ※Ｑ５参照 

・高等学校 

・学校教育法第 71 条の規定により高等学校における教育と一

貫した教育を施す中学校 ※Ｑ４参照 

・中等教育学校（前期課程及び後期課程いずれも可） 

・特別支援学校の高等部 

０年 １年 ２年 

単
位 

基礎免許取得後、大学等において修得することを要する単位数 

法
定
科
目
名 

教
職
に
関
す
る
科
目 

各教科の指導法に

関する科目 

各教科の指導法（情報機器及

び教材の活用を含む。）※２ 
２単位 １単位 １単位 

道徳、総合的な学

習の時間等の指導

法及び生徒指導、

教育相談等に関す

る科目※３ 

生徒指導の理論及び方法 

２単位 ２単位 １単位 

教育相談(カウンセリングに関する

基礎的知識を含む。)の理論及び方法 

進路指導及びキャリア教育の

理論及び方法 

大学が独自に設定する科目※４ ８単位 ６単位 ４単位 

計 12単位 ９単位 ６単位 

※１ 基礎となる中学校教諭普通免許状（二種免許状を除く。）の免許教科と授与を受けようとする高等学校教諭一種免

許状の免許教科の対応関係は、別表１のとおり。 

※２ 各教科の指導法は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、工業、情報、外国語（英

語その他の外国語ごとに応ずるものとする）及び宗教の各科目のうち、受けようとする免許教科の指導法を修得する

こと。 

※３ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の修得に当たっては、３つの事項（生

徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基礎的知識を含む。）の理論及び方法、進路指導及びキ

ャリア教育の理論及び方法）を全て含むこと。 

※４ 大学が独自に設定する科目の修得に当たっては、授与を受けようとする教科が、地理歴史、公民、情報、工業又は

家庭の場合には、別表２に掲げる法定科目について、在職年数に応じて必要単位数を修得すること。 
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別表１ 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係

る教科 

有する中学校教諭の普通

免許状（二種免許状を除

く。）の教科の種類 

受けようとする高等学校

教諭一種免許状の教科の

種類 

有する中学校教諭の普通

免許状（二種免許状を除

く。）の教科の種類 

受けようとする高等学校

教諭一種免許状の教科の

種類 

国語 国語  保健 保健 

社会 地理歴史又は公民  技術 工業又は情報 

数学 数学  家庭 家庭 

理科 理科  外国語（英語） 外国語（英語） 

音楽 音楽  
外国語（○○語）※ 外国語（○○語）※ 

美術 美術  

保健体育 保健体育 宗教 宗教 

※ 外国語(フランス語)、外国語(ドイツ語)等外国語ごとに応ずるものとする。 

 

別表２ 授与を受けようとする免許教科に応じた「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法 

授与を受けようと

する免許教科 

法定科目名 

（教科に関する専門的事項に関する科目） 
法定単位数 

地理歴史 

日本史 

左記の四つの科目のうちから１以

上の科目について１単位以上 

外国史 

人文地理学・自然地理学 

地誌 

公民 

「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」 
左記の三つの科目のうちから１以

上の科目について１単位以上 
「社会学、経済学（国際経済を含む。）」 

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 

情報 

情報システム（実習を含む。） １単位以上 

情報通信ネットワーク（実習を含む。） １単位以上 

マルチメディア表現・マルチメディア技術（実習を含む。） １単位以上 

情報と職業 １単位以上 

工業 
工業の関係科目 ２単位以上 

職業指導 ２単位以上 

家庭 

住居学（製図を含む。） １単位以上 

保育学（実習及び家庭看護を含む。） １単位以上 

家庭電気・家庭機械・情報処理 １単位以上 

備考 

１ 教科に関する専門的事項に関する科目の修得内容は、原則として（ ）書きの内容を含む必要がある。 
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７ Ｑ＆Ａ 

＜在職年数の取扱いについて＞ 

 Ｑ１ 高等学校等における教職経験の算定は、中学校等における教員経験を３年以上経験した後でなけれ

ば、算定することはできないのですか。 

 Ａ１ 中学校教諭普通免許状（二種免許状を除く。）を取得後であれば、「高等学校等における教員経験」

と「中学校等における教職経験（平成 28年４月１日以降の経験に限る。）」のどちらが先でもかまいま

せん。例えば、平成 28年４月１日以降に中学校に１年間勤務し、その後、高等学校において３年間勤

務した場合においても、免許取得必要単位数の経験措置を適用可能です。 

 

 Ｑ２ 平成 28年４月１日から平成 29年３月 31日までの１年間、中学校と高等学校の教員を兼務していま

した。この場合、高等学校の教員経験及び中学校の教職経験として、それぞれ算定することはできま

すか。 

 Ａ２ 高等学校の教員経験及び中学校の教職経験として、それぞれ算定することはできません。この場合、

中学校における教員経験として算定をします。 

 

 Ｑ３ 中等教育学校の前期課程に平成 28 年４月１日から令和２年３月 31 日まで４年間勤務しました。こ

の場合、別表第８に基づき、高等学校教諭一種免許状を取得するに当たっては、在職年数はどのよう

に取り扱われますか。 

 Ａ３ 平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日までの３年間は中学校等における教員経験として換算し、

平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの１年間は高等学校等における教職経験として換算し

ます。※軽減措置が１年間適用可能です。 

 

 ＜学校の設置根拠について＞ 

Ｑ４ 学校教育法第 71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校（以下「併設型

中学校」という。）とは、具体的にどういった中学校を指しますか。 

Ａ４ 併設型中学校とは、同一の設置者が設置する中学校と高等学校において、文部科学省の告示により、

中等教育学校に準じて６年間の系統性・体系性が配慮された教育課程を編成し、また中学校・高等学

校間における指導内容の入替えや移行が認められている中学校を指します。 

 

＜軽減措置の適用となる教職経験となる勤務について＞ 

 Ｑ５ 小学校における教職経験は、具体的にどういった勤務を指しますか。 

 Ａ５ 以下の教職経験が想定されます。勤務形態については、所属に確認してください。 

(１) 臨時免許状授与による助教諭として勤務した教職経験 

(２) 特別免許状授与による教員として勤務した教職経験 

(３) 教育職員免許法第３条の２に定める特別非常勤講師としての教職経験 

(４) 教育職員免許法第 17 条の３の規定による特別支援学校高等部の知的障害部門の教科担任とし

て勤務した在職年数 

   ※ 介護支援員、実習助手としての勤務経験は、教職経験に含まれません。教育職員免許法第２条第

１項に定める「教員」のみが対象となります。 


