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勤務形態・教科別にみた非正規教員からの移行 

―名古屋市公立中学校の実態を通して― 

 

菊地原 守 

１．問題の所在 

 新自由主義の潮流のもと、労働市場の雇用形態は変容を遂げている。フレキシビリティが重視さ

れる一方で雇用の安全保障は低下し、臨時・一時雇用が使用されるようになってきた（Standing 

2011=2016）。日本においても「失われた 20 年」の中で非正規雇用が台頭し、終身雇用を基盤とし

た日本型雇用慣行は変化を迎えることとなった 1)。さらに、雇用の非正規化は一般企業のみに留ま

らない。公務員をはじめとして（例：松尾 2012; 上林 2021）、「フルタイム教員主義」（青木 2013）

のもと展開されてきた教員市場にも非正規化の波は及ぶ。2018 年に実施された OECD 国際教員指

導環境調査（TALIS 2018）によると、国内では中学校教員のおよそ四人に一人、30 歳未満の若年

教員に限ればおよそ二人に一人が有期雇用契約のもと教職に就いているのである 2)（OECD 2020）。 

 一般企業でみると、増大する非正規雇用は、労働時間や人的資本などの諸条件を統制してもなお

雇用形態間で賃金格差がある点が指摘されている（佐藤 2013）。そのため労働経済学や労働社会学

では、正規雇用への移行に早くから関心が集まり、移行を阻害・規定する要因が検討されてきた（玄

田 2008a; 四方 2011; 太郎丸 2009）。さらには、非正規雇用と正規雇用の労働者は異なる労働市場

に位置すると捉える二重労働市場論も提起され、研究が蓄積されてきた（福井2015; 玄田2008b）。 

 対照的に教育学を中心とした研究では、非正規化がもたらす帰結（例：原北 2020; 菊地原 2021a; 

佐藤 2006; 高原 2015）や、非正規化を引き起こす原因（例：小川・山下 2007; 原北 2016; 菊地原

2021b）において研究の蓄積が積まれてきた一方、非正規教員の移行を捉える視点が弱かった。限

られた研究では、非正規教員が初期のキャリアルートとして位置づいている点（金子 2014; 三上ら

2016）、非正規教員として勤務する中で正規教員への志向が希薄化する構造がある点(上原 2016)

が質的に分析されているものの、国内における非正規教員は「未だその実態さえ正確に把握されて

おらず」（佐久間 2019, p. 10）、移行に関する量的な実態は先行研究の空隙となっている。 

 そこで本稿では、非正規教員の移行の量的な実態について、勤務形態・教科別に検討することを

目的とする。分析対象は 2019年度から 2020年度にかけた名古屋市公立中学校教員の実態である。

なお、ここでいう非正規教員とは有期雇用契約の教員を指し、常勤・非常勤講師がこれにあたる。

さらに、雇用形態とは正規・非正規を、勤務形態とは常勤・非常勤を区分する言葉として用いる。 

 構成は以下の通りである。まず次節では、分析に用いるデータの概要と調査の方法について述べ、

次に調査から明らかになった移行の実態を記述する。最後に、調査結果をもとに得られた非正規教

員の移行に関する知見を整理し、今後の課題について言及する。 
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２．データの概要と調査の方法 

 分析に用いるのは「愛知県教育関係職員録」である。これは愛知県教育振興会によって各年で刊

行されている冊子であり、学校ごとに勤務する教員の名前、職階、教科が一覧で記載されている。

そのため、職階から非正規教員を断定して名前とともに捕捉することができ、さらに連続する二年

度分の資料を用いることで、個人ごとの移行を特定することが可能となっている。 

 調査の手順は以下の通りである。第一に、紙媒体である「愛知県教育関係職員録」から教員名を

入力して電子データ化し、職階 3)と勤務形態（教諭・常勤講師・非常勤講師）、勤務校、教科 4)の情

報を加えた。対象とするデータは名古屋市内 5)の公立中学校教員に限定している。また、対象年度

は 2019、2020 年度の二時点に設定し、それぞれの年度で勤務している教員のリストを作成した。 

 第二に、基礎集計として 2019 年度および 2020 年度の非正規教員の活用実態について、教科間・

勤務形態間で比較検討を行った。具体的には、作成した教員リストの中から非正規教員（常勤講師・

非常勤講師）を抽出し、教科ごと・勤務形態ごとに非正規教員の人数と割合を算出した。 

 第三に、2019 年度における非正規教員を 2020 年度の教員リストと照合することで、2019 年度

に非正規教員として勤務していた教員の移行（①非正規教員として継続、②正規教員への移行、③

非正規教員からの離職）を特定した。2020 年度の教員リストとの照合を行う際は、教員名を用い

て行い、表記の揺れ（新字体と旧字体など）や資料の誤り（誤字など）については、勤務校や教科

などから明白な場合にのみ修正を加えた。 

 第四に、それぞれの移行

過程の実数を、図 1 に示

す「非正規教員の移行モデ

ル」に当てはめた。アルフ

ァベットはそれぞれ C が

非正規教員、R が正規教

員、Nが非教員を表してい

る。連続するアルファベッ

トは移行を示しており、前

者のアルファベットが

2019年度、後者は 2020年

度の状態を表す。それゆ

え、CC が①非正規教員として継続、CR が②正規教員への移行、CN が③非正規教員からの離職を

意味している。さらに勤務形態も考慮し、2019 年度の非正規教員を常勤講師（F）と非常勤講師（P）

に分類した 6)。例えば、正規教員への移行（CR）であれば、常勤講師からの移行（FR）と非常勤

講師からの移行（PR）の和で表記される（CR＝FR＋PR）。これらの実数を用いて移行の類型ごと

に集計を行い、それを基に勤務形態間および教科間での比較検証を行った。 

 

図 1 非正規教員の移行モデル 
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３．調査結果 

 

（１）非正規教員の活用実態 

 次の表 2、表 3 はそれぞれ、2019 年度と 2020 年度の勤務形態別・教科別にみた非正規教員の人

数と割合である。表の上段は人数を表しており、下段は教員数に占める割合を表している。 

 表 2、表 3 を見ると、2019 年度と 2020 年度の非正規教員の活用実態では、経年での大きな変化

は見られなかった。両年度ともに常勤講師はおおむね 5%程度、非常勤講師は 13%程度活用されて

いた。しかし教科ごとに見た時、両年度に共通した特徴が二点見られた。 

 一点目は、養護教員に占める常勤講師の割合が他教科と比較して高い点である。養護教員のうち、

2019 年度で 15.7%、2020 年度では 12.1%が常勤講師として勤務していた。ただし、養護教諭は一

般に女性が多く、他教科と比べて育休取得者の割合が高い 7)。それゆえ、性別や年齢の偏りなどを

背景として、養護教員は常勤講師による代替が行われやすい教科であると考えられる。 

 二点目は、美術教員に占める非常勤講師の割合が相対的に高い点である。2019 年度で 23.2%、

2020 年度では 24.3%の美術教員が非常勤講師として勤務していた。また、わずかではあるが音楽

教員も同様に、他教科と比べて非常勤講師の割合が高い。これらの点を踏まえると、授業時数の少

ない芸術系の教科では、学級規模と授業時数の関連から非常勤講師に依存している傾向が伺える 8)。 

 

表 2 教科別・雇用形態別にみた非正規教員の人数と割合（2019 年度） 

 合計 国語 数学 英語 社会 理科 保体 技家 音楽 美術 養護 特支 

常勤講師数 182 22 18 22 14 23 18 12 8 8 22 15 

（割合） (5.32) (5.21) (4.11) (4.81) (3.68) (5.60) (4.40) (5.69) (4.94) (5.30) (15.7) (6.28) 

非常勤講師数 455 61 70 72 50 40 59 32 29 35 6 1 

（割合） (13.3) (14.5) (16.0) (15.8) (13.2) (9.73) (14.4) (15.2) (17.9) (23.2) (4.29) (0.42) 

教員数 3420 422 438 457 380 411 409 211 162 151 140 239 

 

表 3 教科別・雇用形態別にみた非正規教員の人数と割合（2020 年度） 

 合計 国語 数学 英語 社会 理科 保体 技家 音楽 美術 養護 特支 

常勤講師数 161 20 17 24 16 21 12 9 8 6 17 11 

（割合） (4.58) (4.62) (3.79) (5.06) (4.07) (4.90) (2.86) (4.19) (4.94) (4.05) (12.1) (4.40) 

非常勤講師数 482 66 73 76 48 48 67 32 28 36 7 1 

（割合） (13.7) (15.2) (16.3) (16.0) (12.2) (11.2) (16.0) (14.9) (17.3) (24.3) (5.00) (0.40) 

教員数 3512 433 448 474 393 429 420 215 162 148 140 250 
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（２）非正規教員の移行 

 表 4 は、非正規教員の移行モデル（前掲図 1 参照）に基づき、2019 年度に非正規教員として勤

務していた者の移行を、勤務形態別・教科別に表記したものである。上段は人数を表し、下段は勤

務形態・教科ごとの非正規教員数に占めるそれぞれの移行の割合を表している。また表の下部には、

2019 年度の非正規教員数を勤務形態・教科別で表記している。 

 

表 4 教科別・雇用形態別にみた非正規教員の移行（2019 年度から 2020 年度） 

 合計 国語 数学 英語 社会 理科 保体 技家 音楽 美術 養護 特支 

① 

非正規教員 

として継続 

CC 
425 61 66 69 35 43 46 31 25 32 11 6 

(66.7) (73.5) (75.0) (73.4) (54.7) (68.3) (59.7) (70.5) (67.6) (74.4) (39.3) (37.5) 

FC 
103 14 12 14 7 15 10 7 3 6 9 6 

(56.6) (63.6) (66.7) (63.6) (50.0) (65.2) (55.6) (58.3) (37.5) (75.0) (40.9) (40.0) 

PC 
322 47 54 55 28 28 36 24 22 26 2 0 

(70.8) (77.0) (77.1) (76.4) (56.0) (70.0) (61.0) (75.0) (75.9) (74.3) (33.3) (0.00) 

② 

正規教員 

への移行 

CR 
50 2 6 6 7 7 7 6 0 4 5 0 

(7.85) (2.41) (6.82) (6.38) (10.9) (11.1) (9.09) (13.6) (0.00) (9.30) (17.9) (0.00) 

FR 
31 1 3 4 4 6 2 4 0 2 5 0 

(17.0) (4.55) (16.7) (18.2) (28.6) (26.1) (11.1) (33.3) (0.00) (25.0) (22.7) (0.00) 

PR 
19 1 3 2 3 1 5 2 0 2 0 0 

(4.18) (1.64) (4.29) (2.78) (6.00) (2.50) (8.47) (6.25) (0.00) (5.71) (0.00) (0.00) 

③ 

非正規教員 

からの離職 

CN 
162 83 88 94 22 13 24 7 12 7 12 10 

(25.4) (24.1) (18.2) (20.2) (34.4) (20.6) (31.2) (15.9) (32.4) (16.3) (42.9) (62.5) 

FN 
48 7 3 4 4 2 5 1 5 0 8 9 

(26.4) (31.8) (16.7) (18.2) (21.4) (8.70) (33.3) (8.33) (62.5) (0.00) (36.4) (60.0) 

PN 
114 13 13 15 19 11 18 6 7 7 4 1 

(25.1) (21.3) (18.6) (20.8) (38.0) (27.5) (30.5) (18.8) (24.1) (20.0) (66.7) (100) 

非正規教員数 637 83 88 94 64 63 77 44 37 43 28 16 

常勤講師数 182 22 18 22 14 23 18 12 8 8 22 15 

非常勤講師数 455 61 70 72 50 40 59 32 29 35 6 1 

 合計 国語 数学 英語 社会 理科 保体 技家 音楽 美術 養護 特支 
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 調査から明らかになった非正規教員の移行を、全体、勤務形態別、教科別の順に整理していく。

まず全体の移行を概観すると、66.7%が非正規教員として継続し（CC）、7.85%が正規教員へ移行

（CR）、25.4%が翌年度に離職していることが分かった（CN）。非正規教員全体の 4 分の 3 程度は

翌年度も引き続き教員として勤務するが、その 1 割程度しか正規教員へ移行していないのである。 

 ただし正規教員への移行には、前年度の勤務形態によって差異が見られた。前年度に常勤講師と

して勤務していた教員は、17.0%が正規教員へと移行し（FR）、56.6%が非正規教員として引き続き

勤務している（FC）。一方で、前年度に非常勤講師として勤務していた教員は正規教員へ移行する

者が 4.18%に留まり（PR）、70.8%の教員は翌年度も引き続き非正規教員として継続している（PC）。

なお、非正規教員からの離職を経験する層についてはほとんど違いが見られていない（常勤講師

26.4%（FN）、非常勤講師 25.1%（PN））。 

 次に教科別に非正規教員の移行を見ていく。教科別に検討する際には標本数が小さくなることも

考慮し、母比率の差の検定によって割合の差異が有意であるかを確認した。 

 主要五教科（国語・数学・英語・社会・理科）について見てみると、教科間のばらつきが見られ

た。例えば、常勤講師から正規教員に移行した者（FR）では、最も割合の低い国語科教員では 4.55%

であるのに対し、最も割合の高い社会科教員では 28.6%であった（χ2 = 4.13, p < .05）。また、非正

規教員から離職した常勤講師（FN）においても、最も低い理科教員では 8.70%、最も高い国語科

教員は 31.8%であり、10%水準ではあるがここでも有意な差異が確認された（χ2 = 3.76, p < .10）。 

 副教科（保体・技家・音楽・美術）でも、教科間のばらつきが見られ、特に音楽科教員に顕著な

点があった。音楽科教員では正規教員へ移行する者（CR）がおらず、常勤講師では 62.5%が非正規

教員から離職するのに対し（FN）、非常勤講師で離職する者は 24.1%に留まっていた（PC）。この

ような音楽科教員における勤務形態間での移行の差異についても母比率の検定を行うと、5%水準

で有意となった（χ2 = 4.21, p < .05）。 

 養護・特支の教員においては、他教科と比較した時に特徴的な点が確認された。養護・特支の教

員の中で、非正規教員として翌年度も継続して勤務する教員は 4 割程度と相対的に少なくなってお

り（CC）、対照的に離職する教員が多かったのである（CN）。離職する教員の割合について、養護・

特支以外の全体の教員 9)と、養護教員、特支の教員のそれぞれについて母比率の差の検定を行うと、

どちらでも 5%水準以下で有意となった（χ2 = 5.36, p < .05; χ2 = 12.7, p < .001）。 

 

４．まとめと今後の課題  

 本稿では、「愛知県教育関係職員録」を用いながら、名古屋市内の公立中学校における非正規教

員からの移行（①非正規教員として継続、②正規教員への移行、③非正規教員からの離職）の量的

な実態について、2019 年度、2020 年度のデータを基に分析してきた。 

 その知見を整理すると以下の二点について述べることができる。一点目の知見は、正規教員への

移行は限定的であり、またその程度には勤務形態間で差異が見られる点である。先行研究において、

非正規教員が試補制度的な役割を担い（山崎 2015）、教員の初期のキャリアルートとして一般化し
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ていることが指摘されている中で（金子 2014）、量的な実態で見ると正規教員へ移行している層は

限定的であり、勤務形態間でも差異が生じていた。具体的には、前年度に常勤講師だった教員の方

が、非常勤講師だった教員よりも正規教員へと移行する割合が高いが、たとえ常勤講師であっても、

教員として翌年度も勤務している者の内の 2 割程度しか正規教員へ移行していなかったのである。 

 ただしこの点を基にして、正規教員への移行に障壁があると断定する事には注意を払う必要があ

る。なぜなら、「愛知県教育関係職員録」では、各教員の年齢や正規教員への志向性を捕捉すること

はできないためである。特に、年齢層が高い非正規教員ほどワークライフバランスの観点から正規

教員の志向性を有していない層が一定数いることを踏まえると、非正規教員のなり手の属性にも注

意しながら移行障壁について慎重に議論していく必要があると言えるだろう。その時、本稿で得ら

れた移行の実態が障壁の程度を表すものであるのか、また勤務形態によって異なる労働市場が形成

されているのか、別の資料を用いながら改めて検討していくことが求められる。 

 二点目の知見は、非正規教員の任用割合と移行実態の双方において、教科間でばらつきが見られ

た点である。任用割合では、性別や年齢などの偏りによって、育休を取得する教員が多いと思われ

る教科で常勤講師がより多く任用され、授業時数や学級規模の関連から全体のコマ数が少なくなる

教科で非常勤講師への依存が高くなっていることが明らかとなった。移行では、他教科と比べて正

規教員へ移行しにくい教科（国語）や、非正規教員からの離職を経験しやすい教科（音楽・養護・

特支）の存在が浮き彫りとなった。これまでの先行研究において、非正規教員の教科にまで言及し

た研究がほとんどない中で、移行における教科間格差の実態を明らかにした点に知見の意義を見い

だすことができるだろう。一方で、こうした教科間格差は、教員採用計画や教員採用試験の倍率と

も関連している可能性があり、自治体間・年度間によって異なっていることも想定される。複数自

治体や複数年度の比較調査を通じて、教科間における非正規教員の移行に関する格差の実態につい

て、より詳細に検討していく必要があると言える。 

 最後に、今後の課題について述べる。本稿が捕捉した非正規教員の移行は、名古屋市内における

移行に留まり、名古屋市内から市外（愛知県や他県）へ異動した教員については検討できていない。

その中には例えば、名古屋市内で非正規教員として勤務した後、翌年度に他県の採用試験に合格し

て正規教員として勤務している者も含まれるだろう。さらに、調査対象としたのは連続する二年度

分であり、ここで見られた実態が、過去からどのような推移を経ているのかは検討できていない。

このような調査上の限界はあるものの、今までブラックボックスとなっていた非正規教員の移行に

ついて、量的に実態を捉えた基礎的な調査としてその知見を提示したい。 

 今後は、捕捉できていない教員についても可能な限り対象に含めていくことでより正確な実態を

捉えていくことに加え、自治体間比較や年度間比較を通じて、非正規教員の移行をめぐる差異や変

遷、およびそれらを生じさせている行政や法制度との関連まで含めて検討することが課題となる。 
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