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教員の資質向上について 

―教職員の研修― 
 

平成２５年１２月２４日 

教育庁教育振興部指導課 

 

１ 教職員の研修について 

  教育公務員特例法等により，教職員は絶えず研究と修養に努めなければならず，また，任

命権者は研修に関する計画を立て，実施に努めなければならない。 

    

２ 千葉県教職員研修体系 

（１）策定 

   平成２２年３月 

（２）策定に向けた研修の課題 

  ①経験豊富な教員の大量退職に伴い増加する若手教員等の育成 

  ②社会の変化に伴う新しい対応 

  ③教員の幼児・児童生徒と向き合う時間の確保 

  ④研修場所・時期の集中化の解消 

（３）策定の基本方針・方向性 

  ①基本方針 

   ア 研修内容の重点化 

   イ 地域研修リーダーの養成 

   ウ 市町村教育委員会等への積極支援 

   エ 総合的協働研修の構築 

  ②方向性 

   ア 「一極集中研修」から「地域に根差した研修」へ 

   イ 「受身的画一研修」から「能動的自立研修」へ 

   ウ 「県教育委員会中心の研修」から「外部との連携を強めた研修」へ 

（４）研修の目標 

  ①人間性・高い見識・情熱 

  ②教育の専門家としての確かな力量 

  ③組織を支える力量 

  ④社会の急激な変化に対応できる資質 

  ⑤ライフステージを通して研究と修養に努める資質 

 

３ 見直しの具現化 

（１）初任者研修 

  ①１年間で実施していた研修を３年間に分散（平成２３年度から年次進行で実施） 

  ②教職１年目「初任者研修」 

③教職２年目「フォローアップ研修Ⅰ」 

④教職３年目「フォローアップ研修Ⅱ」 
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（２）５年経験者研修 

  ①１年間で実施していた研修を２年間に分散（平成２４年度から年次進行で実施） 

  ②教職６年目「５年経験者研修」 

  ③教職７年目「ステップアップ研修」 

（３）教職ライフステージ研修 

  ①ステージ１・・・初任者研修，フォローアップ研修Ⅰ，フォローアップ研修Ⅱ 

  ②ステージ２・・・５年経験者研修，ステップアップ研修 

  ③ステージ３・・・１０年経験者研修 

 

４ 研修の全体像 

教職生涯 

(名称) 

<経験年数＞ 

前 期 

(初任・成長期) 

＜～１０年程度＞ 

中 期 

(推進・発展期) 

＜～２０年程度＞ 

後 期 

(深化・充実期) 

＜２１年程度以上＞ 

国の研修 
                 中堅教員研修 等 校長・教頭等研修 

                    学校組織マネジメント研修 等 

県の研修 

  基本的指導力の育成    

初任者研修 １０年経験者研修 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修Ⅰ 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修Ⅱ 

  ５年経験者研修 

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修 

               実践的指導力の向上 

                       実践的指導力の充実 

                 指導力向上支援研修 

                 長期派遣研修      

 

                     豊かな企画力と指導力 

                各主任研修・各種協議会 

                  新任教務主任研修 新任主幹教諭研修 

                         経営力の向上      

                  新任教頭・副校長研修 新任校長研修 

 

           専門的な知識・技術，職務に関する研修 

       教科指導，生徒指導等に関する専門的研修        

          魅力ある授業づくりの達人・体育の授業マイスター 

市町村教育委

員会，学校等の

研修 

          市町村教育委員会，学校，教職員個人の研修 

 

 

  

市町村教育委員会が実施する研修，校内研修，教育研究団体等が実施する研修， 

教職員個人の研修 



資料 4-1-3 

 

５ 若手教員の指導力向上 

（１）若手教員研修チーム（校内で実施） 

  ①目的 

   主に授業力向上 

②構成 

   ア 教職経験１年目から７年目の教諭等 

    （教職４年目・５年目の教諭，臨時的任用の講師等の参加については，学校の実情に

合わせ任意） 

   イ チームリーダー  ５年経験者研修者 

   ウ サブリーダー  ステップアップ研修者 

（２）授業力アップ集中研修（県総合教育センターで実施） 

  ①目的 

   地域のリーダーとなる若手教員の育成 

  ②対象 

   小・中学校の６年から９年の経験者 

（３）教師塾（県総合教育センターで実施） 

  ①目的 

   教育活動の悩みや課題を解決するための自主的・能動的な研修 

   土曜日等に実施 

  ②対象 

指導力を高めたいと希望する教員 

  ③内容 

   ア 学び続ける教師のためのサポート塾 

      学校運営の中核を担う教員の資質能力を伸ばすことを目的 

      今日的な教育課題への対応等 

   イ リーダー養成塾 

      教務主任，学年主任等を対象 

      学校運営を担うリーダーとしての資質能力を育成することを目的 

   ウ あすなろ塾 

      若手教員及び講師を対象 

      教育活動の悩みや課題を解決することを目的 

   エ 出前教師塾 

      教職１から７年目程度の教員や講師を対象 

      学級経営と学習指導のポイント 

   オ 理科実験土曜塾 

      小学校の理科指導 

      観察・実験等の技能や安全配慮等についての理解を深め専門性の向上 

 

６ 研修分野の構成 

（１）経営 

   学校経営・管理に関する研修 
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（２）前期層教職員に対応した内容 

   初任者研修，５年経験者研修，１０年経験者研修等の前期層教職員への研修 

（３）教育課題 

   今日的な教育課題に関する研修 

（４）教科等の指導 

  ①教科等に関する研修 

  ②学校安全・学校保健・学校体育に関する研修 

（５）特別支援教育 

   特別支援教育に関する研修 

（６）生徒指導・教育相談 

   生徒指導・教育相談に関する研修 

（７）学校事務 

   学校事務に関する研修 

（８）生涯学習・社会教育 

   生涯学習・社会教育に関する研修 

（９）メディア教育 

   情報教育・視聴覚教育に関する研修 

（10）新しい教職員研修体系に基づく内容 

   自主的・能動的な研修 

 

７ その他 

（１）発達障害に特化した研修 

   「基礎から学ぶ発達障害」 

「実践力アップ研修～発達障害のある子のつまずきとその指導～」 等 

（２）「魅力ある授業づくりの達人」を活用した研修（小学校で実施） 

  ①魅力ある授業の達人として認定された教員を各学校等が講師として招聘 

  ②教科指導の技の公開 

  ③授業に関する資料等の提供 

  ④研修会等で実践の発表 

  ⑤教員の授業改善の意欲向上や優れた指導技術の継承 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教職ライフステージ研修」概要（新旧比較） 

経 

験 

年 

数 

に 

応 

じ 

た 

継 

続 

的 

な 

研 

修 

＜新（現行）体系＞ ＜旧体系＞ 

【初任者研修】  

  ○校外研修  ２５日 

  ○校内研修 ３００時間（１０時間×３０週） 

 

【５年経験者研修】  

  ○校外研修  ６日（集中研修６日） 

  ○校内研修  １日（授業研究） 

【１０年経験者研修】 若手教員のリーダーとしての自覚を養うための総合的な研修 

  ○校外研修   １０日以上１５日程度 

  ○校内研修   １５日以上２０日程度 

ステージ３ 

１１年目 

１年目 

６年目 

【１０年経験者研修】  

  ○校外研修  １０日以上１５日程度 

  ○校内研修  １５日以上２０日程度 

１１年目 

変更なし 

＜初任者研修の改善の理由＞ 
  若手教員が，経験年数に応じた継続的研修に取り組めるよう
にするため，必要な研修を必要な時期に実施する。 

＜改善の方針＞ 
 ①経験年数に対応した継続的な研修 
 ②授業力の養成 
 ③子どもと向き合う時間の確保及び学校現場の負担軽減 

＜５年経験者研修の改善の方針＞ 
 ①経験年数に対応した継続的・計画的な研修 
 ②これまでの教職経験の振り返り，自らの課題の把握と改善 
 ③若手教員の核となる人材への成長 
 ④初任者研修等への活用 

【フォローアップ研修Ⅱ】 課題意識に基づいた主体的研修 

  ○校外研修   ２日（課題研究研修１日，体験研修１日） 

  ○校内外研修（教師力アップ研修Ⅱ） ３０時間（授業研究１回以上）  H25～ 

【フォローアップ研修Ⅰ】 課題意識に基づいた主体的研修 

  ○校外研修   ２日（ともに学ぶ研修１日，体験研修１日） 

  ○校内外研修（教師力アップ研修Ⅰ） ３０時間（授業研究１回以上）  H24～ 

【初任者研修】 実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させる研修 

  ○校外研修  ２０日 

  ○校内研修 ２４０時間（８時間×３０週）              H23～ 

ステージ１ 

１年目 

２年目 

３年目 

【ステップアップ研修】 今後の飛躍を期待し，新たな課題意識による研修 

  ○校外研修   ２日（全体での研修１日，課題発表研修１日） 

  ○校内研修   授業力の向上 若手教員研修チーム（サブリーダー）  H25～ 

【５年経験者研修】 教職５年間を振り返り，今後に生かす研修 

  ○校外研修   ３日（全体での研修２日，課題探求研修１日） 

  ○校内研修   授業力の向上 若手教員研修チーム（リーダー）    H24～ 

ステージ２ 

６年目 

７年目 

・・・教育公務員特例法第２３条又は同第２４条で定められた研修 ・・・県で定めた研修 

※若手教員研修チーム 
 授業研究等の研修を実施するため，教職経験１年目から７年目の若手教員（教諭等）
で構成。ただし，４・５年目の教諭や臨時的任用講師等については，学校の実情に合
わせて任意参加。 

平成２５年１０月２７日作成 

（平成２１年度から校外研修を５日程度縮減） 
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