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研究・研修〉

教職員が主体的に参画する研究・研修の推進
～子ども主体の学びをつくるチームとしての学校の取組を通して～
提案者

１

広島県福山市立御野小学校長

迫

田 靖

恵

には課題がある。教職員については，世代バ

はじめに
子どもたちが生きていくこれからの社会は，変

ランスはとれており，何事にも真面目に取り

化が激しい先行き不透明な社会であると言われて

組む職員集団であるが，日常の学級指導で余

いる。こうした社会を生きていくには知識をただ

裕が無くなると「量的な多忙感」を訴えるこ

覚える力だけではなく，知識を活用し，他と協働

とがある。
本校では研究教科として固定化している

して新しい価値観を生み出す力が求められる。

社会科と図画工作科を中心に授業研究を進

福山市では，平成28年度に「福山100NEN教育」
を宣言し，日々の授業を中心とした全教育活動の

めている。社会科においては，公開研究会を

中で「21世紀型“スキル＆倫理観”（これからの

行った実績があるが，毎年３割を超える職員

社会を生きる子どもたちに必要な資質・能力）」

異動もあり，成果を伝承して積み上がってい

をはぐくみ，日常の様々な場面で行動化できる学

るとは言えない。また，日々の授業に，学校

びをつくる取組を進めており，「すべては子ども

としての方針が全教職員と十分に共有化で

たちのために」を合言葉に様々なことに転換を

きていない。
⑵

図ってきた。
今年度は４th Yearとして「『子ども主体の学び』
全教室展開～学びが面白い～カラフル」をテーマ

チームとしての研究・研修の実際
①
ア

目的（ゴール）の共有
児童の実態を分析し，必要性のある育

に子ども一人一人の「学び」を充実させる授業づ

成する力を校区で修正する。（協調性→

くりを全市挙げて取り組んでいるところである。

問題解決力・意志決定力・コミュニケー
ション力）

本校でも，研究テーマを「子ども主体の学びを
実現する授業の創造」とし，全教職員の参画意識

イ

学校評価の中に授業づくりの指標をつ

のもと，子ども主体の授業づくりをチームとして

くり，学校の取組と位置付け，担当を確

取り組むことにした。

認する。進捗を毎月確認し，企画委員会
で成果と課題をタイムリーに明らかにす

本研究は，教職員がチームとして主体的に参画

る。

する研究・研修を校長としていかに進めてきたか
ウ

を明らかにするものである。
２

を考えた教育課程をつくる。（付けたい

研究の概要
⑴

カリキュラムマップに学びの単元構成
力を学年毎に整理）

福山市立御野小学校の現状と実態
本校の児童は，素直で決められたことは守

エ

めざす授業像をワークショップ研修で

ろうとし，基礎的な学力や学習習慣も概ね身

教職員の意見をもとに修正して共有す

に付いている。しかし，授業では自ら進んで

る。

話し合ったり，解決しようとしたりすること
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業務を整理し，研修時間を確保すると

直し，アクションプラン（アプローチの
仕方）や企画案の修正をする。

ともに見通しのある計画を基に全職員で

児童実態や教職員の研修意欲を大事にし

チェックする。

②

イ

た研修（内容）
ア

地域や保護者，教職員に対して，児童

教職員のニーズに対応した内容にす

の姿を基にした校長だより等で発信する

る。（学びたいことが毎回のテーマ）
イ

とともに，小中一貫教育推進校区校長会

子どもの学びの姿を第１の話題にす

議を定期的に行い，９年間を一体的に捉

る。
ウ

えた取組を進める。

子どもの姿を主体にした学びづくり案
３

を策定する。
③

校長の役割
「福山100NEN教育」でめざす「子ども主体の

研修の方法の工夫（方法・継続性）

ア

対外的な発信やネットワークの活用

一斉研修日（毎月第３木曜日午後）等

学び」に向けた授業づくりの研究・研修を次のこ
とを校長の役割として重点を置いて取り組んでき

（校内研修）

た。

・年間一人２回以上の授業公開

①

・子どもの姿を共有した研修（ビデオを

子どもたちが主体的に参加する授業づく
りの必要性，めざす授業のイメージを全教職

活用したストップモーション研修）

員に共有させる。（目的の共有）

・個々の意見を反映しやすい研修の工夫
②

（ワークショップ研修，改善策等）

全教職員が主体的に協働意識を持って学

・研修記録の積み上げ，共通財産化

校の取組として研究・研修を進めていく組織

・教職員の元気の出る相互評価（校区研

をつくる。（内容・方法の工夫）

修）
・校区校長会の定例化による３校の進捗
・共通課題に対応した研修（特別支援教

４

③

研究の積上げを推進する。（研究の継続）

④

教職員のモチベーションの向上を図る。
おわりに

全教職員でゴールを検討して共有することやア

育）
・部会毎の研修で交流と助言（校外研修）

プローチの仕方を研究すること，実践等を交流す

・推進リーダー研修，「学びづくり研修」

ることにより，日々の授業の中に子ども主体の授
業づくりとして取り組んでいることが見えてくる

の１人１回以上の参加と研修還元

ようになってきた。また，研修の希望が教職員の

・他校公開研修への参加・交流
イ

中から出てくるようになり，チームとして授業づ

日常の取組

・児童の姿を職員室で常に話題にする。

くりをしていこうとする教職員の姿が，様々な場
で見えるようになった。

（毎週暮会での交流）

主体的な参画をめざす研究・研修の在り方を求

・キャリアに応じた人材育成
・授業観察での面談指導

めることは，校長自身が主体的に見識を深め，教

・やってよかった実のある言葉での評価

育ビジョンを明確に示し，機能的な組織・体制づ

・職場の相談できる雰囲気づくり

くりを進める力量をもつことであると自分自身も

・「見る」「見せる」の交流

深く学ぶことができた。人材育成を意識した教職

その他

員の資質の向上を学校の教育力の向上として，進

④
ア

環境の整備

めていくことの重要性を強く感じている。
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研究・研修〉

若い教師を育てるための学校運営と研修に関わる校長の役割
提案者

１

鳥取県鳥取市立宝木小学校長

長

谷 博

文

必達目標として設定し，繰り返し徹底す

はじめに
本校では３年連続新卒即採用の教員が配置さ

る。言葉だけでなく，目で見てイメージし

れ，担任が40歳前後から50歳代ばかりという高齢

やすいように，望ましい姿の写真を言葉と

化から若返りへ一転した。若い教員に学校の校務

共に児童玄関正面に掲示した。
②

分掌の重要な仕事も担当させざるを得ない状況と

中学年以上の一部教科担任制
中学年以上では，各担任が他学年の授業

なった。

に出るよう教科の持ち合いを設定した。こ

この現状は，教員の大量退職に伴い，今後，鳥
取市の多くの学校が抱える問題である。鳥取市校

れにより，各学級に複数の教員が関わり，

長会の努力目標においても「教職員の資質・指導

児童の情報共有がしやすくなった。また，

力の向上を図る」ことがあげられている。また，

業務改善の視点では，教材研究をする教科

鳥取市全体の課題「学力向上と学校不適応の解

が減り，得意な教科を生かすことで，専門

消」にも，この問題は大きく関わってきている。

性が高まった。
③

そこで，若い教員の育成を中心に据えた学校運

生活時程の改革
教職員全ての教材研究や研修の時間確保

営と研修の取組についてまとめてみたい。基本，
校長がリーダーシップをとって進めている。

のために，生活時程を大きく見直した。本

２

校は，バス通学の児童が１／３いる。その点

研究の概要

を配慮しながら，６校時が15時には終わる

若い教員を育てるための取組について，「学校

ように生活時程を変更した。その結果，職

運営」「研修」の二つの側面から述べる。
⑴

員の研修，共通理解の時間が確保できた。

学校運営の側面より
特別支援教育の組織的計画的な推進によ
り，学校全体を落ち着いた状態にすることが

⑵

研修の側面より
〈平成30年度の取組〉
特別支援の必要な児童への対応を契機

若手育成のための必要条件である。
また，若い教員にとっては，生活科や総合
的な学習の時間，行事等に地域の方の力を活

に，中学校区全体で若手を育成する取組を
進めた。
校長が若い教員と面談をし，困っている

用していくことも大きな環境整備である。
他に，以下の３点が土台づくりの柱と言え

の指導を知らないことが明確となってきた。

る。
①

ことなどを聞くと，学級経営での当たり前
①

必達目標の視覚化

教育の方法・技術についてのアンケート

教員の指導がより効果的に児童に入るた

中学校区４小学校の30歳以下の教員を対

めには，非認知能力等基礎の力の育成が必

象に，知りたい指導法・困っている指導内

要である。「黙って先生の話を聞く」等を

容についてのアンケートをとった。経験差
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による多少のばらつきはあるものの，基本

授業を参観したら，参考になったことを

的な指導法についてはどの教員も不安を感

中心にＡ４用紙１枚分にまとめ，全教職員

じていることが浮き彫りになってきた。

に配布する。各自が書くことによって，学

②

若い教員限定，校長便りの配信

びを意識化することができ，授業者も学び

アンケートの結果をもとに，具体的な指

が得られる。若手育成が人材育成に繋がっ
ている。

導法，考え方等を綴った校長便りを配信し

④

続けた。C4thのシステムを活用できたの

本年度は，本校の教職員と中学校区の他

で，非常に容易に配信が可能であった。
③

本校の教職員中心に校長便り配信

年度末のアンケートで成果の確認

の小学校の若い教員に校長便りを配信して

年度末に，校長便りの成果の確認を兼ね

いる。

て，指導力の向上の自覚，取組についてア

とにかく学び続ける風土を学校につくり

ンケートを実施した。その結果，29項目中

たいという思いで，毎日教育情報を綴り配

12項目については向上を感じていることが

信している。

分かったが，半分以上の項目については不

３

校長の役割
若手育成を通して人材育成を行うリーダーシッ

十分という結果であった。

プを校長が取り進めていく。若手育成の鍵は，

〈令和元年度の取組〉
年度当初に鳥取市校長会へのアンケート

「学校運営」「研修の改革」である。

を実施し，若手育成についての各校の具体

□学校運営

的な取組を把握した。学校によって若手の

・研修をするための環境づくりとして，学校運
営の側面で多面的な取組をする。

割合が大きく違っていた。若手の割合の多
い学校の取組を参考に，以下のような取組

□研修の改革

を考え，現在実施中である。

・日常授業の改善という視点で，研修の在り方

①

や考え方を改革する。

校長による示範授業（若い教員の学級で）
ＯＪＴの原則により，「校長便りで方法

４

おわりに

を示す」「実際に授業でして見せる」「学ん

できてないことは山ほどあるが，着実に若手の

だ方法を授業で活用させる」「評価助言す

成長を感じる。毎日，授業参観しに教室を回る

る」というシステムを取り入れて，人員が

が，担任は互見授業で学んだこと，校長便りで示

不足する中，校長が可能な限り授業して見

した方法，示範授業で示した技術等を確実に自分

せるようにしている。

のものにしてきているのを感じている。

②

教職員数が少なく，日常授業の互見が限られて

日常の授業改革のために互見授業システ

いる。ベテランも２名だけであり，従来の方法だ

ム
日々の授業を他の教員はどうしている
か。普段の授業を見て学ぶシステムを導入

けでは若手の教員が学びを広げるには限界があ
る。
子どもがよりよく変わるために必要なことは，

し，それを参考にし授業改善をする仕組み
を作った。担任が授業を参観する時間は，

日々学び続ける教師集団であり，その学びの継続

校長が中心にその学級の授業をする。とき

を教師が楽しむことだ。そのために，校長が先頭

には，示範授業を兼ねて行っている。

に立って学び続けることに尽きる。今後も，授業

③

学びを「宝の学び通信」に

をし校長便りを配信し続けたい。
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リーダー育成〉

連携を通したリーダー育成と校長の役割
提案者

１

山口県周南市立夜市小学校長

⑴

はじめに

久 保 田

本市の実態（アンケート調査の結果分析の
考察）

小学校教員の年齢構成を見ると，全国でも山口

①

県でもいわゆるベテランと呼ばれる50代の教員が

教職員構成の実態

一番多く，中堅にあたる40代が少ない傾向が見ら

・年齢と経験年数の不一致

れる。特に山口県においては，50代が全体の45％

・学校による教職員の年齢構成の違い

を占め，今後10年間でこれだけの教員が退職する

・リーダーとなるべき世代の欠如

という，危機的状況である。この状況にあって，

尚

②

アンケート調査の結果分析から見えてき

これまでの知識や技能を若手に継承していく体制

た課題

づくりや複雑化・多様化する教育課題に対応する

・管理職が重視する資質能力と教職員が自
己評価する資質能力との乖離

教職員の資質能力の向上が大きな課題である。こ

・学校運営を担うリーダーとしての資質能

れらの課題に対応するためには，主体的かつ的確

力の明確化

に対応できるリーダーを中心にして，教職員が

・ 「企画力」「調整力」「広い視野」の育成

チームとして学校運営に携わり，教師集団として
⑵

の資質を高めていくことが重要である。
そこで，今年度は，リーダーに求められる資質
能力を明らかにしながら，「連携」を視点に置い
てリーダー育成の取組を整理し，校長の果たすべ

の取組
①

教職員同士の連携を通した取組

・若手教員の育成をめざした研修会を通し
てのリーダー育成

き役割について研究を進めることとした。
２

連携を視点に置いたミドルリーダー育成

・事務の共同実施を通した事務職員の資質

研究の概要
研究を始めるに当たり，昨年度，市内全教職員

を対象に意識調査を実施した。その調査結果の分
析から，学校運営を担うリーダーには，「企画力」
「調整力」「広い視野」の３つの力が必要であると
結論づけた。
この３つの力を育成するためには，様々な人と
の関わりの中で経験を積ませ，自覚と責任を実感
させることにより養うことができるのではないか
と考えた。そこで，「連携」を通していかにリー
ダー育成を行うかについて，各校の実践をもとに
整理していった。
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校長の役割
学校運営を担うリーダーを育成するためには，

・小中合同の行事や研修会等を生かした資

教職員一人一人にこれからのキャリアステージを

質能力向上

描かせながら，主体的に学校運営に参加していく

・校種を越えた視野の広がり

意識を高めさせることが必要である。
意図的，計画的な組織づくりを行い，多くの経
験から自信と自覚を養っていくことが大切であ
る。共に学び，高め合う教職員集団の一員として
の意識を高め，失敗や成功を経験しながら自己有
用感を高め，個々の意欲を高める場を設定するこ
とが求められる。
また，これからの学校は，コミュニティ・ス
クールの仕組みを生かした地域や関係機関との深
い連携を大切にしながら，学校運営を行っていか
なければならない。連携を通したこのような経験
は「企画力」「調整力」「広い視野」を伸ばし，教
③

員としての資質能力がさらに磨かれると考えられ

地域との連携を通した取組

・コミュニティ・スクールの仕組みを生か

る。そのためにも，若手教員の時から地域等と関
わる機会を設定することはとても大切なことであ

した資質能力向上
・教員以外の地域の方々からの評価や価値

る。
校長としてこれからの人材を育成する視点を常

づけ
・ユニット型校内研修による育成

にもって，教職員に様々な経験をさせ，取り組ん
だ活動を正しく評価し，教職員が達成感を多く味
わい，学校運営に深く携わる場の設定と支援を
図っていくことがリーダー育成では重要であると
考えている。
４

おわりに
これからの学校を担うリーダーとしての中堅

教員を育成していくことは急務である。そこで，
様々な連携を通して多くの人と関わり，多くの経
験を重ね，達成感を味わわせることで，「企画力」
「調整力」「広い視野」をもったリーダーの育成に
努めたい。そのために，これまでの知識や技能を
学ぶ場を設定したり意欲を高める仕組み等を工夫
④

関係機関との連携を通した取組

・市教育委員会主催研修での連携協力

したりするなど，校長としてのリーダーシップを
ますます発揮していきたい。

・研修内容等の情報の共有
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〈指導育成

Ⅲ

指導育成

第８分科会

リーダー育成〉

次代を担うリーダー・プレリーダーの育成をめざして
～大量採用時代におけるリーダー育成について～
提案者

１

鳥取県米子市立明道小学校長

細

田 昌

之

・夏季休業中の２日間，午前中各２講座

はじめに

・指導者の得意分野で内容を決定

社会が急激に変化する中，学校教育を取り巻く

・学級経営や学習指導を中心とした講座

環境は大きく変化しており，学校に求められる役
割や期待は多様化，複雑化してきている。このよ

②

受講対象者
・講師及び経験年数の少ない教諭

うな中，教員一人一人の力量を高め，学校組織と
しての教育力を高め，問題解決を図っていく必要

③

指導者

・校長が自校の各分野で指導的立場にある

がある。

者を推薦し，ブロック会で決定する。

一方で，学校現場では全国的に教員の大量退
職・大量採用の時代を迎えている。鳥取県も例外

・管理職は推薦しない。

ではなく，年々若手教員が増えてきている。とこ

・30代後半～40代，50代前半

ろが，学校の多忙化や経験年数のバランスの不均

④

講座内容（平成29・30年度より）

衡により，経験豊富な教員から経験の浅い教員へ

・どの子も安心できる学級づくり

の知識や技能の継承が難しい状況がある。また，

・みんなができる

教師同士が関わり合って，みんなで一つのことを

・外国語活動のアクティビティ

やり遂げる団結力や教員としての心構えといった

・「道徳」っておもしろい！

「伝統的な教員文化」が受け継がれにくくなって

楽しい音楽

・発達障がい通級指導教室の指導について

いる，といった問題も出てきている。
このような状況の中で，米子市では，次代の学
校経営を担うミドルリーダーとその前のリーダー
であるプレリーダーの育成が喫緊の課題となって
いる。米子市校長会の人材育成の取組を紹介し，
課題解決の方策を探りたいと考える。
２

研究の概要
⑴

次世代を担う教職員のための研修会

⑤

成果と課題

米子市小学校長会では，次世代育成プロ

○実践発表の場のなかった先生やこれまで

ジェクトの取組として，平成27年度から若手

の実践を整理する機会ととらえた先生な

育成とミドルリーダー・プレリーダーの育成

ど，指導者にとってもよい研修だった。

を目的に，行っている。
①

○若い先生に教えることで自身のモチベー

開催内容

ションも高くなり，責任感も出る。中堅

・４ブロック（５校程度）ごとの開催

としての意識も高まる。
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直しを行う。

米子市小学校の取組

・プレリーダーに，具体的な仕事を任せ，

米子市には23校の小学校があり，全校児

若手の手本とさせる。

童が81名の小規模校から643名の大規模校ま

【成果】

で様々である。規模ごとの職員育成の取組を

○組織対応により，話し合う機会が増え，

以下にまとめてみた。

若手の負担や不安の軽減につながった。

大規模校（学級数20以上）

○若手や中堅が，リーダーとしての自覚を

【取組】

持って学校運営に関わることができた。

・学年主任を核とした，若手とベテラン教
⑶

員の学年団を編成する。
・主な主任を中堅，若手にもたせ，ベテラ
ン教員を補佐役に回す。
・メンター制を取り入れ，情報交換や指導
３

を受けやすくする。

①

組織マネジメントによる学校の活性化

②

若手教員の育成

③

授業力向上・学力向上

校長の役割

を明らかにして取り組ませる。

○教職員の風通しがよくなり，信頼関係や

・一人一人の適性やキャリアデザインを見極

同僚性が高まった。

め，適材適所で仕事を任せる。

○役を担わせることで，学校経営への主体

・中堅職員には，組織全体を俯瞰して見る視点

的な関わりや視点が育った。

をもって取り組むことを意識させる。

中規模校（学級数13～19）

・「アドバイス・賞賛・励まし」といった声か

【取組】

けを心がける。

・主たる校務分掌に，中堅の職員を担当さ

・信じて見守り，我慢して育てる姿勢。

せる。
・校内でのジョブシャドウイングの実施。

４

おわりに
自分も34年前，大量採用時代に教員生活をス

・校内研で，中堅職員を講師として指名し，

タートした。その当時，「あの先生のようになり

発表させる。
・校内の若手育成研修で，中堅職員を指導

たい」と思える先輩方の姿を身近に見て学ぶこと
ができた。

者として，ミニ研修会を担当させる。

そして，今も，学校には若手のあこがれや手本

【成果】
○研究推進や生徒指導等，積極的な取組が

となるミドルリーダー・プレリーダーの存在が必
要である。

見られるようになった。

それと同時に，私たち管理職が，リーダーたち

○中堅教員が自分のこれまでの取組や経験

③

ミドルリーダー・プレリーダー育成の成果

・学校経営方針を具体的に提示し，目指す目標

【成果】

②

第８分科会

・ミドルリーダーが機能する校務分掌の見

経営への参画につなげる必要がある。

①

指導育成

組織的な体制づくりを行う。

◯指導者の感じた中堅としての意識を学校

⑵

Ⅲ

を見つめ直すよい機会になった。

のあこがれや手本となれるよう，校長としての思

小規模校（学級数12以下）

いを熱く語ったり，魅力ある管理職としての姿を
見せたりしていくことが，必要だと感じている。

【取組】
・単学級のため，上学年・下学年部会など

－ 49 －

ともに，頑張っていきましょう。

