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はじめに 

 教育センターでは、「鳥取県公立学校の教員としての資質」の向上を図るため、教職員研

修を実施しています。 

平成３０年度には「鳥取県公立学校の教員としての資質の向上に関する指標」において、

初任から５年目を教員としての資質の育成期（第１ステージ）と位置付けました。特に初任

から３年間を、教員として必要な資質能力の育成に重要な期間であると捉え、指標に基づき、

教員として必要な基礎的素養・指導技術を広く習得し実践的指導力を身に付けるとともに、

学校組織の一員としての自覚を高められるよう、学習指導の基礎的指導技術の習得、学級経

営の基礎、自己成長のマネジメント等の研修を実施しています。 

本ハンドブックは、３年間を見通して各種研修に活用できるよう編集しています。本ハン

ドブックが校内・校外における研修等で有効に活用されることを願っています。 

～ハンドブックの活用について～ 

・教育センターが開催する研修に持参し、研修資料として活用する。

・校内研修、教育センターにおける研修等の研修項目に関連する部分を事前に読み、研修

に向けて自分の考えや疑問点をまとめておく。

・日々の教育活動の振り返りとして活用する。

・２年目研修、３年目研修の目標設定や取組の工夫改善に役立てる。

※本ハンドブックでは、小学校・中学校（含義務教育学校）を小学校・中学校と表記する。
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１  初 任 段 階 研 修（※） 

※ここでいう「初任段階」とは、新規採用から３年間とする。

１ 教員の研修 
教員研修とは、教員がその職責を遂行するために行う研究と修養の活動である。 

 教員は、児童生徒の人間形成を担う専門職であり、その職務の特殊性と重要性から、特に資質・
能力の向上が求められている。したがって、教員の研修については、その義務及び機会の保障に
関して特別な規定がなされている。 

教員の研修は、教育公務員特例法の規定から、 

①職務命令による職務研修
②職務専念義務を免除される職専免研修
③勤務時間外の自主研修

の３種類に分けられる。①は、任命権者、服務監督権者が教員の服務遂行上必要であると判断し
命令により参加させるものである。②の職専免研修は、地方公務員法第３９条の特例の定めとし
て、教育公務員特例法を根拠に与えられる教員に特有な研修制度である。教員の申請に基づくも
のであるが、教員に「権利」を付与するものではなく、この研修を承認するか否かは、所属長た
る校長が、その権限と責任において、適切に判断するものである。③は、教員が勤務時間外に自
主的・自発的に行う研修のことである。 

２ 初任者研修の目的 
初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法第２３条の規定に基づき、現職研修の一

環として、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を習得させ
ることを目的とする。 

３ ２年目研修の目的 
２年目研修は、自己成長のマネジメントや課題研究をとおして、教員としての基礎となる実践

的指導力の定着をめざすとともに、学校組織・社会の一員としての自覚を高めることを目的とす
る。 

４ ３年目研修の目的 
３年目研修は、自己成長のマネジメントや課題研究をとおして、教員としての基礎となる実践

的指導力の向上をめざすとともに、学校組織・社会の一員として自らを見つめ直すことにより、
自己の成長を図ることを目的とする。 

研修に関する法律の規定 
 教育公務員を含む地方公務員の研修については、地方公務員法及び教育公務員特例法
において規定している。 
・「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励
み、その職責の遂行に努めなければならない。」（教育基本法第９条第１項） 

・「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなけ
ればならない。」（地方公務員法第３９条第１項） 

・「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな
い。」（教育公務員特例法第２１条第１項） 

・「教育公務員の研修実施者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を
奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければなら
ない。」（教育公務員特例法第２１条第２項） 

・「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。」（教育公務員特例
法第２２条第１項） 

・「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行
うことができる。」（教育公務員特例法第２２条第２項） 

・「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を
受けることができる。」（教育公務員特例法第２２条第３項） 
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５ 研修内容並びに研修日数及び研修時間 

６ 研修推進上の留意点 

（１）教育専門職としての自覚 
  教育の専門職としての充実した教育活動を実践するためには、日々絶えざる研鑽を積み、情
熱をもって諸活動にあたることが大切である。問題や当面する課題に対して、誠心誠意で事に
あたれば道はおのずと拓けてくる。 

児童生徒理解、教材研究、指導技術などはベテラン教員ほど十分でないとしても、その面は
情熱と誠意で補うとともに、先輩の意見や指導を大切にし、人間としても大きく成長するよう
に努力することが大切である。先輩の胸を借り、先輩の実践や意見に学び、その上で教員とし
ての理想と意気に燃えて、職務に邁進することが、児童生徒や保護者の信頼を得ることにつな
がる。 

  研修は、単なる技術・技能面だけではない。教育者としての人格を形成するための研究と修
養であると広く理解し、教員としての専門性を養うとともに、個人的にも社会的にも人間とし
ての幅広い成長を図ることが重要である。 

これからの社会で求められる人材像を踏まえた教育の展開、学校現場の諸課題への対応を図
るためには、社会からの尊敬・信頼を受ける教員、 思考力・判断力・表現力等を育成する実践
的指導力を有する教員、困難な課題に同僚と協働し、地域と連携して対応する教員が求められ
ている。教職生活全体を通じて、実践的指導力等を高めるとともに、社会の急速な進展の中で、
知識・技能の絶えざる刷新をしていくよう、教員が探究心をもち、学び続ける存在であること
が不可欠である。自分自身の現状を分析して課題を把握し、めざす教員像に向かって成長して
いくことが大切である。 

（２）教育公務員としての自覚 
公立学校の教員は、地方公務員たる教育公務員である以上「全体の奉仕者」であって、県民

の奉仕者として鳥取県の教育という公共の利益のために勤務し、また、職務の遂行にあたって
は、全力を挙げてこれに専念しなければならない。上司には職務命令を発する権限があり、所
属職員はこれに従う義務がある。このような関係によって秩序が保たれ、職務が円滑に進めら
れるのである。 

① 身分
ここでいう教員とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養

護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。公立学校の教員は「地方公務員」という身分をもち、
地方公務員法の適用を受けるが、その身分の取扱いについては、その職務と責任の特殊性に
基づき「教育公務員特例法」に定められている。市町村（学校組合）立学校の教員について
は、身分は市町村の職員であるが、任命権者は県教育委員会、服務監督者は市町村（学校組
合）教育委員会である。 

②条件付採用・正式採用
初任者研修制度の創設に伴い、初任者研修の対象となる公立の小学校等の教諭等について

は、その条件付採用期間は１年とされる。

校外研修 校内研修 （年間） 

初任者
研修 

教育センターが企画する研修 
１０日 

市町村(学校組合)教育委員会が 
企画する研修 
又は 
県立学校が企画する研修 

４日 

一般研修 ３０時間以上 
授業実践 ３０時間以上 
事前・事後指導 ３０時間以上 
示範授業  ３０時間以上 
メンターチーム研修 １０回以上

２年目
研修 

教育センターが企画する研修 
３日 

学習指導に関する研修 
通年 

３年目
研修 

教育センターが企画する研修 
３日 

人間関係づくりに関する研修 
通年 
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２  教 員 の 服 務  

 

１ 教員の服務 

公立学校の教員は、地方公務員としての身分を有する「全体の奉仕者」である。公務員は、職

務の遂行にあたって守るべき義務（職務上の義務）と公務員の身分を有するために守るべき義務

（身分上の義務）を負っている。 

 

（１）服務の根本基準 

 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 

（日本国憲法第１５条第２項） 
 

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当

つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。（地方公務員法第３０条） 

 

（２）服務の宣誓 

職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

（地方公務員法第３１条） 

 

（３）職務上の義務 

○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団

体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

（地方公務員法第３２条） 

○職務に専念する義務 

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意

力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務に

のみ従事しなければならない。（地方公務員法第３５条） 
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（４）身分上の義務 

○信用失墜行為の禁止 

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしては

ならない。（地方公務員法第３３条） 

○秘密を守る義務 

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。（地方公務員法第３４条第１項） 

○政治的行為の制限 

 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつ

てはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動

をしてはならない。（地方公務員法第３６条第１項） 
 

 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第３６

条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。（教育公務員特例法第１８条第１項） 

○争議行為等の禁止 

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業そ

の他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をして

はならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのか

し、若しくはあおつてはならない。（地方公務員法第３７条第１項） 

○営利企業への従事等の制限 

 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とす

る私企業（以下この項及び次条第１項において「営利企業」という。）を営むことを目的と

する会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体

においては、地方公共団体の規則）で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又

は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員（短

時間勤務の職を占める職員及び第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）について

は、この限りでない。（地方公務員法第３８条第１項） 
 

 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に

従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者（地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第３７条第１項に規定する県費負担教職員については、市町村（特別区を含む。以

下同じ。）の教育委員会。第２３条第２項及び第２４条第２項において同じ。）において認

める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に

従事することができる。 

２ 前項の規定は、非常勤の講師（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める者及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる者を除く。）については、

適用しない。 

（教育公務員特例法第１７条） 
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２ コンプライアンス 

  コンプライアンスとは、一般的に「法令遵守」と訳すが、法令だけにとどまらず、社会の規範

及びルールまで含めて遵守することをいう。教職員は、県民の信頼を何よりも大切にしなければ

ならない立場であることを認識して、職務以外の法令等、さらには、社会規範、ルール及びマナ

ーについても率先して遵守していくことが求められる。 

「県民への誓い」は、職員一人一人が公に共有する規範としてふさわしいものになるように、

各職場で職員が話し合い、その意見をもとに作成されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  教員の職務、勤務時間や休暇等 

教員は全体の奉仕者として全力を挙げてその職務に専念するために、その身分や研修の機会が

保障されている。また、勤務時間や休暇等についても関係法令に規定されている。 

 

（１）教員の職務 
 

○教諭の職務 

教諭は、児童の教育をつかさどる。（学校教育法第３７条第１１項） 

※中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校に準用 
 

○身分の尊重及び待遇の適正を図ること 

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、

その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

 （教育基本法第９条） 
 

  

県民への誓い 

私たちは、県民のために全力で働きます。 

県民の信頼に応えるために 

○ 法令を遵守し、公正、公平で誠実に仕事をします。 

○ 県民の大切な公金を一円もムダにしません。 

県民の豊かで幸せな生活をめざして 

○ 県民の声を聴き、県民の視点に立って行動します。 

○ 情報を公開し、説明責任を果たします。 

○ 前例にとらわれず、業務改善と県民生活向上を進めます。 
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○研修の機会 

 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行

うことができる。 

３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を

受けることができる。 

（教育公務員特例法第２２条） 

 

（２）勤務時間や休暇等 

①勤務時間に関する条例等 

市町村（学校組合）立学校は「県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６

年鳥取県条例第３６号）」が、県立学校は「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年

鳥取県条例第３５号）」が該当する。 

ここでは市町村（学校組合）立学校に係る条例を掲載する。県立学校の場合は条文の「市

町村教育委員会」は「任命権者」となるが、各条は必ずしも一致するとは限らないため、確

認が必要である。 

 

○１週間の勤務時間 

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３８時

間４５分とする。（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第１項） 

 

○勤務時間の割振 

市町村又は法第２条の市町村の組合に置かれる教育委員会（以下「市町村教育委員会」

という。）は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の勤務時

間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、１週間ごとの期間

について、当該育児短時間勤務等の内容に従い 1 日につき７時間４５分を超えない範囲内

で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員につい

ては、1週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を

割り振るものとする。（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第３条第２項） 

 

○週休日の振替等 

・週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合の割振変更 

市町村教育委員会は、職員に第３条第１項若しくは第４項又は前条の規定により週休日

とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定

めるところにより、第３条第２項から第４項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振

られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内

にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務すること

を命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち始業の

時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する３時間４５分又は４時間の勤務時間を当該

勤務日に割り振ることをやめて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることが

できる。（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第５条） 
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   ○休憩時間 

市町村教育委員会は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては少なくとも４

５分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間

の途中に置かなければならない。 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第６条第１項） 

 

○休日の代休日 

・校務の都合で、やむを得ず休日に勤務した場合の代休日の指定 

市町村教育委員会は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項におい

て「休日」と総称する。）である第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が

割り振られた日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全

部（次項において「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務することを命じた場合

には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日（次項に

おいて「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等（第８条の２第１項の規定によ

り時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）を指定することができる。 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１０条第１項） 

 

○時間外業務（勤務）時間の上限について 

業務を行う時間の上限等について示した「国指針」が令和２年度から施行となり、服務

監督者である県教育委員会及び各市町村（学校組合）教育委員会では、この指針に基づき

勤務時間に関する方針を策定している。 

教育職員の長時間勤務が全国的に課題となっており、持続可能な学校教育の中で効果的

な教育活動を行うためには、これまで以上に服務監督者が時間外業務（勤務）時間を適切

に管理するとともに、各教育職員も勤務時間を意識して業務を行わなければならない。 

 

     「国指針」・・・公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督

する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措

置に関する指針（令和２年１月文部科学省告示） 

＜国指針の概要＞ 

○在校等時間について 

在校時間に校外での業務時間等を加え、休憩時間や自己研鑽、業務外の時間を引いた

時間 

○時間外在校等時間の上限の範囲 

月４５時間以内 

年間３６０時間以内 

 ※上限時間まで業務を行うことを推奨するものではない。 

※児童生徒等に係る臨時的な特別な事情による場合は月１００時間未満、年７２０

時間以内（連続する複数月の平均時間外在校等時間８０時間以内、かつ、時間外

在校等時間４５時間超の月は年間６か月まで） 
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鳥取県では、所定の勤務時間外に校内・校外を問わず業務を行った時間を「時間外業務

（勤務）時間」として、「給与・勤怠管理システム」に登録することとしている。 

心身ともに健康を維持し、教育活動に専念できる環境づくりのためには、時間外業務（勤

務）時間を含む業務（勤務）時間及び業務内容を適正に把握し、適切に業務を行う必要が

ある。そのために、時間外業務（勤務）を過少に登録してはならない。 

 

②休暇等に関する条例等 

○年次有給休暇 

・１暦年について２０日（ただし、採用された年については、採用月に応じて日数が異な

る）を職務上の支障がない限りあらかじめ所属長に届け出て取得できる休暇 

・１日又は１時間単位で取得 

 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号

に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

（１）次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

２０日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数） 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１２条第１項） 

○病気休暇 

病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１３条第１項） 

   ○特別休暇 

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員

が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とす

る。（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１４条第１項） 

○無給休暇 

無給休暇は、次のとおりとする。 

（１）介護休暇 

 職員が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇 

（２）海外随伴休暇 

 職員が、海外勤務を命ぜられた配偶者に随伴するため、勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇 

（３）子育て部分休暇 

 職員（育児短時間勤務職員等及び育児休業法第１９条第１項の規定により部分休

業の承認を受けた職員を除く。）が、９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子を養育するため､勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇 

（４）介護時間 

 職員が、要介護者の介護をするため、１日の勤務時間の一部を勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１５条第１項） 
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③休業等に関する法律等 

職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。

（地方公務員法第２６条の４第１項） 

○自己啓発等休業 

・大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることができる。 

（地方公務員法第２６条の５第１項） 

○配偶者同行休業 

 ・３年を超えない範囲内において、外国での勤務等をする配偶者と当該住所又は居所にお

いて生活を共にするための休業をすることができる。 

（地方公務員法第２６条の６第１項） 

   ○育児休業  

・職員の３歳に満たない子を養育するため、３歳に達する日まで休業をすることができる。 

（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項） 

○大学院修学休業 

・３年を越えない範囲内で年を単位として定める期間、大学（短期大学を除く。）の大学院

の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学し

てその課程を履修するための休業をすることができる。 

（教育公務員特例法第２６条第１項） 

 

  上記の他にも、次のような部分休業制度もある。 

   ○修学部分休業 

・大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、２年を超えない範囲内におい

て、条例で定める期間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことができる。 

任命権者は、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。）が申請した場合におい

て、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認め

るときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設

における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、１週

間の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下この条において「修学部分休業」とい

う。）を承認することができる。（地方公務員法第２６条の２第１項） 

   ○高齢者部分休業 

・５５歳以上の職員が、１週間を通じて２０時間を超えない範囲内で、人事委員会規則で

定める時間を単位として、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことができる。 

任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公

務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例

で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退

職日（第２８条の２第１項に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時

間の一部について勤務しないこと（次項において「高齢者部分休業」という。）を承認する

ことができる。（地方公務員法第２６条の３第１項） 
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３  教職員評価・育成制度 

１ 目的 

評価・育成制度は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２３条及び第２３条の２（市

町村（学校組合）立学校に勤務する教職員にあっては、地方公務員法第２３条及び第２３条の２

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４４条）の規

定に基づき、教職員の人事評価を行うとともに、教職員の人材育成及び資質向上により、学校教

育の一層の充実を図る。 

◯地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

(人事評価の根本基準) 

第２３条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。 

２ 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものと

する。 

(人事評価の実施) 

第２３条の２ 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければな

らない。 

２ 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定

める。 

３ 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは

同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。 

 

◯地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

(人事評価） 

第４４条 県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第２３条の２第１項の規定にかかわら

ず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。 

 

＜評価・育成制度のイメージ＞ 
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２ 自己目標の決定まで 

自己目標を設定する際には、学校教育目標、「鳥取県公立学校の教員としての資質の向上に関す

る指標【教諭等】」等を参考にしながら、自らの職務上の目標として、本年度の自己目標を設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施のスケジュール 

月 評価対象者の取組 

４月 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

 

８月 

 

 

 

１０月 

 

 

１月 

 

 

 

 

 

 

３月 

・校長が定める当該年度の具体的な学校教育目標を踏 

まえ、自らの職務上の目標として「本年度の自己目 

標」の検討 

→自己申告書に記載 

→自己申告書を提出（※４月３０日まで） 

 

 

 

・自己目標の実現に向けた取組 

・具体的な実践 

・自己目標の追加、修正等の変更を行う必要が生じた場合 

 

 

 

・自己目標の実現に向けた取組 

・具体的な実践 

 

・目標達成に向けた職務遂行の状況や職務全般等についての自己評価を実施 

→評価・育成表に記載 

→評価・育成表を提出 

（校長が指定する日まで） 

 

 

 

・自らの課題を整理し、次年度の自己目標に反映 

 

 

目標面談（４～６月） 

自己目標の決定 ← 自己目標の調整 ← 指導助言 

 中間面談（８～１０月） 

自己申告書に記載 ← 自己目標の追加、修正等の変更 ← 指導助言 

 最終面談（１～３月） 
・評価結果に対する共通認識←評価・育成表【通知様式】の写しを交付 

・改善点の自覚←指導助言・改善意欲の喚起 

管理職 

・実践の観察→観察記録 

・指導助言 

管理職 

・実践の観察→観察記録 

・指導助言 

校長 

「学校教育目標」の決定 

・学校教育目標、年度重点事項の策定 

・職員会議・校内研修等で説明 

自己申告書の記載、提出 

・提出された自己申告書の確認 

・目標面談の実施 

評価対象者 校長 

自己目標の決定 
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赴任校の 

様子を知る  

学校の特色や活動などを知る  

○教育方針  ○研究の歴史や方向性  

○特色のある学校づくりや活動  ○学校評価 等  

教育に関連のある活動について知る  

○ＰＴＡ組織  ○ＰＴＡ活動  

○地域の文化的・体育的活動 等   

 ※教職員だけでなく多くの人から学ぶことが大切  

赴任校の概要を知る    

○学校の位置  ○児童生徒数や学級数  

○学校の沿革  ○職員構成  ○校務分掌   

○学校組織  ○校区の様子  ○交通事情 等  

４   学級経営・ホームルーム経営 

 

１ 児童生徒との出会い 

（１）様々な出会い 

赴任した学校では、ともに教育にあたる教職員との出会いがある。新学年への希望を胸に

した児童生徒との出会いが待っている。児童生徒の成長に未来を託す保護者や地域の人々と

の出会いが待っている。 

そこに存在する期待に応えるためには、自分の教育に対する思いや考えをどのように実

現するかを構想し、これからの教育実践にあたることが大切である。 

 

 

（２）赴任校の様子を知る 

教育は児童生徒を理解することから始まる。児童生徒を理解するためには、児童生徒を

とりまく環境を広く理解する必要がある。そのためにも赴任後、できるだけ早く学校や地

域の実態を把握することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育についての 

自分なりの信念 

をもつ 
教師の役割を確認する

 

児童生徒の成長を構想する
 

学校の役割を考える
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○児童生徒を理解する  

○他の教職員と連携・協力する  

○保護者や地域と連携する 

 

○諸活動を企画・運営する 

○教室環境を整える 

○事務処理を適切に行う 

人的条件の整備・運営 物的条件の整備・運営 

２ 学級経営・ホームルーム経営
                      

学級（高等学校：ホームルーム 以下同じ）とは、学校経営・学年経営の基本方針をもと

に、学級を単位として児童生徒の学習活動や集団活動が有効に展開されるよう、人的・物的

諸条件を総合的に整備し運営することである。 

 

 

 

 

 

 

 

学級は、児童生徒の生活・学習の単位として、一定の方針の下に編制される。学級担任は、

一人一人の児童生徒の個性や能力が、他との関わりにおいて高められるよう、計画的に様々

な活動に取り組み、それぞれの評価に基づいて適宜改善を加えながら学級経営にあたること

が大切である。 

 

（１）学級経営のポイント 

①学級の目標 

学級を経営するにあたって、まず、どのような学級にしたいのかという目標を定める。

その際には、学校や学年の教育目標、児童生徒の思いや願い、保護者や地域の人々の願

いや要望に照らして設定することが望ましい。 

 

②児童生徒理解 

学級経営においては、一人一人の児童生徒を深く理解することが最も重要となる。そ

のためには、日常的に児童生徒と接する中での理解に加え、保護者との連携、他の教職

員との情報交換や、指導要録、健康診断票、家庭環境調査票等の資料を役立てていくこ

とが大切である。 

 

③学級担任の資質 

学級を目標に向かって導くにはリーダーシップ、個々の児童生徒が生きる学級経営を

するにはカウンセリングマインドが必要である。そして、何よりも児童生徒との出会い

を教師の喜びとして受け止め、責任をもつことが大切である。 

 

④連携・協力 

学級経営は学級担任一人が行うものではない。学校内においては、学級の児童生徒を

知るすべての教職員と常に連絡を取り合い、意見・情報交換をするなど、多くの教職員

が児童生徒と関わる体制をつくることが必要である。学級で困ったことがあるときには、

一人で抱え込まないことが大切である。また、保護者や地域の人々との連携も学級経営

に大きく影響する。 
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⑤学級担任の仕事 

学級経営に係る仕事は多岐にわたる。直接児童生徒や保護者と関わる活動や行事の他、

環境の整備や学級事務がある。 

学級事務は、学級経営を能率的、効果的に進めるためのものであるので、事務内容を、

年度当初にするもの、学期末・学年末にするもの、日常的にするものなどに分類してお

くことが必要である。 

具体的には、学級経営案の作成、通知票の作成、指導要録の作成、調査書の作成のよ

うに決まった時期に必ず行うものと、出席簿の記入整理、児童生徒に係る日々の記録の

ように日常的に行うもの、転学・転入学に関する事務手続き、事故報告書の作成など、

状況に応じて必要になるものがある。どのようなものがあるのかあらかじめ把握し、能

率的に行う。 

なお、事務処理の基本的留意事項として次のことが考えられる。 

○基本的な処理方法が明確である。     ○迅速でしかも正確である。 

○記録・考察が統合され活用されている。  ○学校事務との関連が明確である。 

○児童生徒の個人情報が守られている。   

 

（２）学級経営案とその内容 

学級担任が、自分の学級に対する抱負や希望を単なる意気込みに終わらせることなく、

意図的、計画的に学習や生活の環境を整えていくために作成するのが「学級経営案」であ

る。 

学級経営案は、学校教育目標を効果的に達成するために、学校－学年－学級のそれぞれ

の目標に一貫性をもたせることを基本にしていく。その際、学校、学年経営の目標に沿い

ながらも、学級の実態や特性にあった独自性も十分考慮する必要がある。学級経営案は学

級担任自らの児童生徒への愛情と創意工夫により作成されるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

    ↓ 

 学年教育目標 

 

学級経営案 

一

貫

性 

 

担任としての

思い・願い 

指導の 

重点 

めざす 

児童生徒像 

 

児童生徒の

実態 
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学級経営案は、各学校に特色があり、内容も様々であるが、作成の意図はどの学校にお

いても、学級の児童生徒の実態を十分に把握し、その児童生徒をどのような教育的意図の

もとに、どのように指導していくかを表すものである。 

年度始めに作成したものをもとに、個や集団の成長に伴い評価と改善を適切に行ってい

くことが大切である。作成したものが、日々の実践に生かされてこそ価値のあるものであ

る。学級経営は、１年間という長いスパンのＰＤＣＡサイクルの中で考えることが大切で

ある。しかし、たとえば運動会の取組のように、短いスパンのＰＤＣＡサイクルを用いる

など、それぞれの場面に合うように学級経営案を生かしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 計画の段階 

・児童生徒の実態や学校・地域の実態と願いを的確に把握する。 

・学校・学年目標と学級目標との関連を図るとともに、児童生徒のめざす姿を

イメージしながら計画を立てる。 

・１年間の見通しをもち、自分なりの教育ビジョンを計画的、効果的に組み入

れていく。 

・特に重点化したい事項を絞り、具体的な手立て、取組の構想を立てる。 

・いつ、どのように評価するかを明確にしておく。 

・達成目標の中に数値を取り入れるなどして達成度を明確にする。 

 

 Ｄｏ 実践の段階 

・日々の具体的な実践の中に、学級経営案で取り上げた指導の重点を計画的に

組み入れていく。 

・学級担任としての思いや願いを児童生徒に語ることも大切だが、児童生徒と

の話合いの中から具体的な目標が生まれると、より意欲的な取組が期待でき

る。 

・取組の内容や成果が児童生徒にもわかるよう、掲示をするなどして工夫する。 

Ｃｈｅｃｋ 評価の段階 

・達成した姿を客観的に見取るために、具体的な評価の規準をもとに判断する。 

・自己評価のみでなく、学年団で相互検討したり、保護者の意見を参考にした

りして、学級を多角的に見つめる機会をもつ。 

 

Ａｃｔｉｏｎ 改善の段階 

・学級経営上の課題を的確にとらえ、手立てや指導、児童生徒の変容などを記

録し見直しを図っていく。計画→実践→評価→改善のサイクルを繰り返し、

児童生徒の成長につなげていく。 

・評価結果をもとに、次に生きるアプローチを検討する。 
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（３）学級経営の評価 

学級経営の評価にあたっては、特に次の点について留意したい。 

○教師は評価の意義を理解しているか。 

○評価規準、評価項目が適切か。 

○客観的なテスト、各種調査等の活用の図り方はどうか。 

日々の実践を、目標に照らして評価し、それを即、次の実践に生かすような着実な実践

を積み上げる。そして、その結果を各月各学期に定期的に総合評価することにより、一層

の効果が期待できる。このように、評価を次の実践に生かす心構えを常に持ち続けるよう

にする。 

評価にあたって、学年不相応な評価をし、児童生徒に発達段階以上に厳しい要求をした

り、逆に甘やかし過ぎたりすることも起こりがちである。 

そこで、学級の児童生徒一人一人の実態や学級全体としての実態をできる限り把握し、

適切に評価するように努めることが大切である。児童生徒に自己評価をさせることは、自

己を客観的に見つめ直し、自覚を促すことにつながるが、それだけでなく、教師が児童生

徒を評価するのにも参考になる。 

また、他学級、他学年の児童生徒の生活の様子を観察したり、授業参観をしたりして、

児童生徒の発達段階を確認したり、他の教師の好ましい評価と指導のあり方を参考にした

りすることができるようにしたい。 

さらに、標準化された諸検査・診断テスト、各種調査方法等を参考にし、より客観的な

評価に基づく指導ができるようにする。 

 

３ 学級づくり 

様々な個性や能力をもつ児童生徒が、自分の特徴に気付き、よい所を伸ばし、自己肯

定感をもちながら互いに個性を認め合い、ともに伸びようとするような好ましい学級集

団をつくりあげる営み、それが学級づくりである。 

互いに温かな思いやりの心をもって、支え合ったり切磋琢磨したりする集団の中でこそ、

一人一人の児童生徒が認められ生かされ、児童生徒はもてる力を十分に出し切って、存在感

のある充実した学校生活を過ごすことができる。 

仲間意識が育つためには、相手の立場や心情を理解することが必要である。相手のことを

理解でき、相手と共感できると、相手を尊重し、認めたり思いやったりする支持的風土のあ

る学級になる。そのために、集団で互いに関わり合いが十分もてる活動、集団で協力してよ

かったと思える活動を、学習指導・生徒指導の中に十分取り入れるよう創意工夫する。 

教師が、児童生徒一人一人を大切に認めていく姿勢を示すことが、児童生徒同士、小集団

内、学級集団内で互いに認め合っていく姿勢の基盤となるのである。 

 

（１）魅力のある学級とは 

児童生徒も学級担任も保護者も、自分の学級、自分の子どもの学級が「よい学級」とな

ることを望んでいる。 

では、「よい学級」とはどういう学級か。ここでは、児童生徒が自分の学級として誇ら

しく思い、毎日学校に来たくなるような、「魅力のある学級」として考えてみたい。 
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信頼関係のある学級 

まず、学級担任と児童生徒との信頼関係を築くことが、「魅力のある学級」をつく 

るための基盤となる。       

                       

                       

                       

 

                                     

 

学級担任は様々な機会を捉えて、児童生徒間で信頼関係を築くことができるよう、手

助けをしていく。児童生徒が毎日安心して過ごすことのできる居心地のよい学級は、こ

の信頼関係の上に成り立つ。 

 

居心地のよい学級 

居心地のよい学級とは、個が生かされ、集団としても一人一人の個の貢献により機能

していく学級といえる。このような学級をつくるには教師の意図的、計画的な取組が必

要である。 

 

 

 

 

（２）学級づくりのポイント 

①学級でどのような力を育てたいかを明確にする 

                〈ある学級担任の例〉 

 

 

 

 

 

②規律ある学級経営を行う 

ア 自信のある指導 

学級経営上、教師は児童生徒の信頼を得ることが不可欠である。自信のない指導で

は、信頼を得るのは困難である。児童生徒の実態を把握し、自己の教育方針、人間性

をより客観的に反省し、日々の着実な実践を重ねる中で本物の自信が育つ。学習指導・

生徒指導とも、前もって児童生徒の反応を十分予想しておくと、自信のある指導を行

うことができる。 

なお、教師の意識しない言動や価値観が児童生徒に影響を及ぼすこともあり、この

見えない部分での教師と児童生徒との人間関係にも十分注意する必要がある。 

また、教師が児童生徒に接している時間は、学習指導が一番長い。十分に教材研究

をし「よくわかる授業」を行うことが、児童生徒の教師に対する信頼を厚くする早道

であり、そのことによって、学級経営において自信のある指導を行うことができる。 

個人として 
自己理解、自立心 

自尊感情、自己肯定感 

自己有用感など 

集団の中で 

互いに影響 他者理解、協力、協働 

異なる考えの尊重 

集団としての力
が出せる学級 

個が生きる 
学級 

相互作用 

受容的な態度 

一貫性のある言動 

信頼 

信頼 
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イ 児童生徒が主体的に活動できるような指導 

児童生徒に、主体的に考えたり行動したりする時間を十分に与えないで、教師が一

方的に指示し続けたり話し続けたりしていては、児童生徒は受け身になり、疲労し集

中力を失う。児童生徒が主体的に活動できるよう工夫することが大切である。さらに、

必要最小限の指示になっているか、指示が適時適切か、指示を聞ける態勢をつくって

から指示しているか、話し方の間の取り方が適切か、話す表情はどうか等、細かな点

についても留意する。 
 

ウ 配慮を必要とする児童生徒への指導 

静かに聞くことの難しい児童生徒がいる。これらの児童生徒の対応に追われ過ぎ 

て、他の児童生徒への配慮に欠けたり、学級全体がそのような傾向にあると判断して

しまったりすることもある。他の教師等と協力して幅広い視点から実態を把握し、長

期的な展望に立った指導ができるようにする。 

やって良いことと悪いことの区別を、早期に児童生徒にはっきりと理解させたい。

児童生徒の具体的な行為に即して、差別的な行為等絶対に許せないことには真剣に叱

り、望ましい行為には賞賛の言葉をかける等、一貫した態度をとおして、明確に印象

づけるようにする。教師の厳しさのある一貫した態度が、教室の中に正義がきちんと

通用する雰囲気をつくる。 

なれ合い、甘やかしと親しさとは全く別物であることをはっきりと認識し、教師と

しての望ましい態度はいかにあるべきか判断することが大切である。 
 

③課題意識をもった学級経営を行う 

理想が高く熱意もあるが、自信のなさや指導技術の未熟さ等のために、ことさら自分

の学級の欠点が大きく見えてくる場合がある。そのため、しばしば短絡的な指導に陥っ

たり、児童生徒に責任を転嫁して攻撃的になったり、劣等感に悩まされたりする。学級

の諸課題が見えてくることは、一歩前進であることをまず自覚し、「○○ができない」、

「△△で困る」と嘆いてばかりいる状態から抜け出したい。そのためには、主に次の二

点に視点をあてて指導する。まず、一人一人の児童生徒の実態や学級全体としての実態

を客観的に把握し、記録にとどめるようにする。次に、「○○をするには、どうすれば

よいか」「△△すればよくなるのではないか」というように、課題を解決するための具

体的な手段や方策を準備する。 

そして、児童生徒一人一人の実態、学級全体としての実態に即して「○○だから、○

○する」というように、目標の具現化に向けて、極めて具体的な方法で、より多面的に

取り組んでいくようにする。 

 

④思いやりのある学級経営を行う 

児童生徒を理解するには、教師が児童生徒の立場に立って判断していくことが大切で

ある。児童生徒の立場に立つということは、一人一人を大切にすることであり、思いや

りのある心がなくてはできない。また、児童生徒一人一人の置かれている立場、心情等

が共感できれば、自ずと思いやりのある指導ができるであろう。常に思いやりの心をも

って、児童生徒一人一人を大切にして指導していく態度を、具体的な実践をとおしなが

ら身につけるようにする。 
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⑤児童生徒の状況把握と対応を行う 

学級の中の問題は、対処療法的な指導だけでは解決できないものである。一時的に効

果があったとしても、また同じ状況が生まれたり、新たな問題が生じたりする。迅速な

対応をとると同時に、児童生徒一人一人の状況や学級全体の雰囲気をよく考慮し、問題

の根本的な解決に向けて、学級のみんなでじっくり取り組むようにすることが大切であ

る。 

 

⑥学校・学年組織の中で学級をつくる 

     学校や学年全体ですべての児童生徒を育てていく体制が必要である。そのために、学

級の児童生徒に関わるすべての教職員と連絡を取り、情報交換をする。また、校長・副

校長・教頭から、状況に応じて助言・支援を求める姿勢が必要である。 

       

（３）ほめ方、叱り方 

教師は、日々、児童生徒をほめる場面や叱るべき場面に出会う。しかし、適切なほめ方、

叱り方をしなければ、教育的効果は期待できない。児童生徒を教え育てるために、ほめる

こと、叱ることに十分な配慮をしたい。 

 

①一人一人の児童生徒の性格や状況の把握 

○児童生徒が何を目標にどう頑張っているか知る。 

・努力した結果だけをほめるのではなく、努力の過程をほめる。 

○児童生徒のよさを知る。 

・児童生徒が自覚しているよさをほめ、｢認められている｣という気持ちをもたせる。 

・児童生徒自身が気づいていないよさをほめて気づかせ、自信をもたせる。 

○悪いこと、間違ったことをした背景を見定める。 

・行為の裏にある児童生徒の気持ちを受け止める｡ 

 ○児童生徒の納得を得るために叱る基準を示す。 

  ・どの行為が悪かったのか何が間違っていたのか理解させた上で、次への行動化を考

えさせる。 

 

②公平な対応 

同じ行為について、叱られる者と叱られない者があってはいけないし、「よくほめら

れる者」「いつも叱られている者」があってはならない。また、ある児童生徒に「自分

だけ他の人よりひどく叱られた」という印象を与えるような納得のいかない叱り方をし

ても、児童生徒をよい方向へと導くことはできない。 

 

③継続的支援 

ほめたり叱ったりしたら、その後の様子を見守り、声をかけていくことが大切である。 
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（４）学級における活動 

児童生徒は、学校、学年、学級という集団の中で他の人と関わりながら様々なことを学

ぶ。教師は、児童生徒が学校で学ぶ意味をよく考え、学級での活動では、学校でしか学べ

ない力を確実に身に付けることができるよう工夫していく必要がある。 

教師は、それぞれの活動の意義をよく考え、ねらいを明確にして活動を計画する。活動

の後は、振り返りを行い、児童生徒自身が何を学んだかに気付く時間をもったり、児童生

徒同士が気付いたことを共有する時間をもったりすることが有効である。また、それぞれ

の活動が単発のもので終わらないように、学んだことが今後に生きるよう継続的に指導し

ていくことが大切である。 

 

 

○学級活動  →  人間関係づくり 

○学校行事 → 協力、団結（学級で協力して一つのものをつくりあげる） 

○係、委員などの役割  →  自己有用感（自己に対する肯定的な評価）、責任感 

○そうじ、給食など  →  基本的生活習慣の形成 

 

 

 

 ・構成的グループエンカウンター 

   教師の指示した課題に対して、互いにそのときの気持ちを素直に語り合う中で自

己を確立していくことをめざすエクササイズのこと。安心、安全な場の確保もして

いく。 

 ・ソーシャルスキルトレーニング 

   人間関係をうまく結ぶための技術を、体験をとおして学ぶトレーニングのこと。

人づきあいの技を教師がモデルを示しながら身に付けさせていく。 

・アサーショントレーニング 

   自分も相手も大切にした自己表現を身につけていくトレーニングのこと。自分の

気持ちや考え、信念等を正直に率直にその場でふさわしい方法で表現されるコミュ

ニケーションをめざしていく。 

・ピアサポート 

  同じような立場にある仲間（英語で「ｐｅｅｒ（ピア）」）が互いに支え合い、

課題解決する取組をとおして、思いやりのある学級を創造していく。 

 

 

 

 

 

 

 

場面・形態 

方法・技法 

・コミュニケーションゲーム 

仲間とコミュニケーションをとりながら進めるゲームのこと。 

・イニシアティブゲーム 

   小グループ（５～１０人）が、１人では解決できない精神的・身体的課題に対して、

一人一人がもっている諸能力を出し合い「知恵」と「勇気」と「協力」のもとにその課

題をグループで解決する活動のこと。 
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（５）教室環境づくり 

「人が環境をつくり、環境が人をつくる」といわれるように、教室経営のあり方が児童

生徒の日常生活に与える影響は大きい。学級担任として配慮しなければならない視点を挙

げる。 

 

①教室環境の教育的意味 

教室環境づくりには、学級担任が「児童生徒の何をどのように伸ばしたい」のかを明

確に意図しながら、取り組むことが大切である。 

 

②児童生徒の参加 

教室は、児童生徒の生活や学習の拠点である。教室づくりへの積極的な参加をとおし

て学級生活に誇りや関心をもたせ、温かい集団づくりにつなげる。児童生徒の発想を敏

感に受け止め生かすことによって、所属感や自己有用感、自己肯定感、自尊感情を育み、

居場所をつくることができる。 

 

③快適な生活の場 

教室は、個性も生活歴も異なる多数の児童生徒の集団生活の場であり、健康・安全の

ための配慮が行き届いているとともに、一人一人の児童生徒が集団の中で快適に生活で

きるように整理が十分されていることが大切である。 

 

④学習への意欲づけ 

教室での活動は、学習が中心であり、学習が効果的に進められるような教室環境づく

りが求められる。そのためには、学習活動に自発的、自主的に参加したくなるような学

習コーナーの設置や学習の過程・成果がわかるような掲示の工夫が望まれる。 

 

⑤学校と家庭を結ぶ場 

学校を訪れた保護者は、教室でその学校の教育方針や児童生徒の学習、行動などの状

況を理解する。学級・学校の取組が保護者にもよく理解できるような工夫も望まれる。 
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４ 家庭との連携 

連携とは、信頼の中で成り立つものである。保護者との信頼関係を築くためには、努めて

学級の様子を伝え、保護者の声を聞き、意識的に関係をつくる働きかけを行うことが必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師と保護者が、互いに十分理解し合うには、直接会って話し合うのがよい。まず、定

期的な懇談会や家庭訪問が効果的になされるよう話し合う内容の観点を決める。また十分

に準備を整えて臨むようにする。特に、その観点から見た児童生徒の実態を把握している

か、解決への方向性をいくらか見通しているか、保護者からどのような情報を求めようと

しているか、保護者には、どのような協力を求めようとしているのか等を事前に確認して

おく。 

また、必要に応じて家庭訪問を行い、理解や協力を求めるような行動力も必要である。（そ

の場合、各家庭の事情を考え、相手に迷惑がかからないよう配慮する。） 

児童生徒の問題行動等についての懇談では、ともすれば、保護者の教育の欠陥を指摘し、

相手方に要求を押しつける口調になりやすい。これでは、保護者の信頼は得られず、積極

的な協力は望めないので、厳に慎しまなければならない。保護者の置かれている立場・心

情を思いはかり、保護者の悩みを理解し、共感的な理解を示し、保護者とともに解決を図

る構えが必要である。 

さらに、基本的生活習慣、生活規律等において、当然、家庭で形成するものであっても、

学級で指導できる点を探し、できる限りの努力を行い、その上で「ぜひこれだけは」とい

う協力の求め方でなければ効果は期待できない。 

協力を求めたからには、効果のほどを保護者とともに確認し、効果が十分に上がるまで、

そのことに重点を置いて連携を密にし続けるようにしたい。あれもこれもと次々に連携・

協力を求めても、協力を得るには限度があると心得て、保護者の非協力を責めるようなこ

とにならないように注意する。 

  

 

○学級だより  ○アンケート 

○個別懇談   ○学級懇談 

○授業参観   ○学校公開・授業公開 

○家庭訪問   ○電話 

○連絡帳 

 

○保護者への連絡 

○保護者の願い・要望の把握 

○保護者同士の情報交換 

内容 方法 
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◆学級経営（ホームルーム経営）チェックリスト 

 

【教師の児童生徒理解】 

□ 児童生徒の好きなことや興味・関心のあることを把握している  

□ 児童生徒の得意なことと苦手なことの両面を把握している  

□ 児童生徒の気になる言動の要因・背景を見つけようとしている  

□ 日頃から児童生徒の気持ちを聞いている  

□ 取組の過程における児童生徒の変容や努力を評価している  

□ 学級以外での活動の情報収集に努めている  

□ 児童生徒が学級内で認められる場を設定している  

【認め合い支え合う集団づくり】 

□ 学級の諸問題を解決するための話合い活動を設定している 

□ 一人一人が役割を果たせる活動の場を設定している  

□ 学級や学年のルールづくりを工夫している  

□ 人間関係づくりを学ぶ機会や場を設定している  

【授業づくり】 

□ 見通しや意欲がもてるよう授業の構成をしている  

□ 指示や発問等、具体的な話し方を工夫している  

□ 視覚支援を取り入れた授業をしている  

□ 板書計画を立て、見やすい板書に心がけている  

□ 机間指導の際に、児童生徒一人一人に対して評価を行っている  

□ 個に応じたワークシート等の教材・教具を準備し、活用している  

□ 教室環境の整備のチェックを行っている  

【教職員との連携】 

□ 困ったときに校内に相談できる人がいる  

□ 校内で学校目標（めざす児童生徒の姿）について共通理解がなされている 

【保護者との連携】 

□ 保護者に児童生徒の良いところや伸びてきたことを伝えている  

【関係機関との連携】※必要な場合 

□ 関係機関と連携し、支援が必要な児童生徒の教育に生かしている 

 

出典「学級づくり・人間関係づくりハンドブック」（鳥取県教育委員会 平成２８年３月） 
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５  生 徒 指 導 

 

１ 生徒指導とは 

生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主

体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応する

ために、必要に応じて指導や援助を行うものである。そして、生徒指導は、児童生徒が自身を個

性的存在として認め、自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時

に、社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き（機能）である。し

たがって、生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導

と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言える。それぞれの児童生徒の人格の正常か

つ健全な発達の助長のために必要な生徒指導の基本的な原理として、次のようなことが挙げられ

る。 

 

 

 

 

 

 

２ 生徒指導の実践上の視点 

  これからの児童生徒は、少子高齢化社会の出現、災害や感染症等の不測の社会的危機との遭遇、

高度情報化社会での知識の刷新や ＩＣＴ 活用能力の習得、外国の人々を含め多様な他者との共

生と協働等、予測困難な変化や急速に進行する多様化に対応していかなければならない。 

  児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導では、多様な教育活動をとおして、児童生徒

が主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働して創意工夫することの重要性等を実感するこ

とが大切である。 

 生徒指導を充実させるためには、以下の点に留意して指導していきたい。 

 

（１）学校生活のあらゆる場面で、「自分も一人の人間として大切にされている。」という自己存在

感を、児童生徒が実感することが大切である。また、ありのままの自分を肯定的に捉える自己

肯定感や、他者のために役立った、認められたという自己有用感を育むことも極めて重要であ

る。（自己存在感の感受） 

（１）人格の完成をめざして取り組む。（人格形成・人権尊重という視点） 

（２）個人の自己実現の援助をする。 

（３）自分で自分の道を選んでいく力をつける。 

（４）学校の教育活動全体で取り組む。 

（５）児童生徒全員を生徒指導の対象とする。 

（６）人格と人格の関わりで指導する。 

（７）人格全体として児童生徒を総合的に見る。 

（８）児童生徒一人一人の実態に応じて指導する。 

（９）現実的な生活に即して具体的・実際的に対応する。 

（１０）組織的・計画的・継続的に指導・支援する。 

（１１）方法は一つではないから多様な方法を取り入れる。 

（１２) 地域・家庭との連携を密にする。 
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（２）学級経営・ホームルーム経営の焦点は、教職員と児童生徒、児童生徒同士の選択できない出

会いから始まる生活集団を、どのようにして認め合い・励まし合い・支え合える学習集団に変

えていくのかということに置かれる。失敗を恐れない、間違いやできないことを笑わない、む

しろ、なぜそう思ったのか、どうすればできるようになるのかを皆で考える支持的で創造的な

学級・ホームルームづくりが生徒指導の土台となる。そのためには、自他の個性を尊重し、相

手の立場に立って考え、行動できる相互扶助的で共感的な人間関係をいかに早期に創りあげる

かが重要となる。（共感的な人間関係の育成） 

 

（３）児童生徒が自己指導能力を獲得するには、授業場面で自らの意見を述べる、観察・実験・調

べ学習等を通じて自己の仮説を検証してレポートする等、自ら考え、選択し、決定する、ある

いは発表する、制作する等の体験が何より重要である。児童生徒の自己決定の場を広げていく

ために、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めて

いくことが求められている。（自己決定の場の提供） 

 

（４）児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・ホームルームで安全かつ安心し

て教育を受けられるように配慮する必要がある。他者の人格や人権をおとしめる言動、いじめ、

暴力行為などは、決して許されるものではない。お互いの個性や多様性を認め合い、安心して

授業や学校生活が送れるような風土を、教職員の支援のもとで、児童生徒自らがつくり上げる

ようにすることが大切である。そのためには、教職員による児童生徒への配慮に欠けた言動、

暴言や体罰等が許されないことは言うまでもない。（安全・安心な風土の醸成） 

 

３ 生徒指導の構造（２軸３類４層構造） 

生徒指導の分類を示すと、図１のようになる。 

 

  

図１ 生徒指導の分類 

 

（１）生徒指導の２軸 

児童生徒の課題への対応の時間軸に着目すると、図の右端のように２分することができる。 

① 日常の生徒指導を基盤とする発達支持的生徒指導と組織的・計画的な課題未然防止教育は、

積極的な先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）生徒指導と言える。 

② 課題の予兆的段階や初期状態における指導・援助を行う課題早期発見対応と、深刻な課題へ

の切れ目のない指導・援助を行う困難課題対応的生徒指導は、事後対応型の即応的・継続的

（リアクティブ）生徒指導と言える。 
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（２）生徒指導の３類 

生徒指導の課題性（「高い」・「低い」）と課題への対応の種類から分類すると、図１のように以

下の３類となる。 

① 全ての児童生徒の発達を支える発達支持的生徒指導 

② 全ての児童生徒を対象とした課題の未然防止教育と、課題の前兆行動が見られる一部の児

童生徒を対象とした課題の早期発見と対応を含む課題予防的生徒指導 

③ 深刻な課題を抱えている特定の児童生徒への指導・援助を行う困難課題対応的生徒指導 

 

（３）生徒指導の４層 

図２は、図１の２軸３類に加えて、生徒指導の対象となる児童生徒の範囲から、全ての児童生

徒を対象とした第１層「発達支持的生徒指導」と第２層「課題予防的生徒指導：課題未然防止教

育」、一部の児童生徒を対象とした第３層「課題予防的生徒指導：課題早期発見対応」、そして、

特定の生徒を対象とした第４層「困難課題対応的生徒指導」の４層から成る生徒指導の重層的支

援構造を示している。 

 

 

図２ 生徒指導の重層的支援構造 

 

４ 生徒指導実践上の考え方 

（１）児童生徒理解 

  ①複雑な心理・人間関係の理解 

生徒指導の基本と言えるのは、教職員の児童生徒理解である。しかし、経験のある教職員

であっても、児童生徒一人一人の家庭環境、生育歴、能力・適性、興味・関心等を把握する

ことは非常に難しいことである。また、授業や部活動などで、日常的に児童生徒に接してい

ても、児童生徒の感情の動きや児童生徒相互の人間関係を把握することは容易ではない。さ

らに、スマートフォンやインターネットの発達によって、教職員の目の行き届かない仮想空

間で、不特定多数の人と交流するなど、思春期の多感な時期にいる中学生や高校生の複雑な

心理や人間関係を理解するのは困難を極める。したがって、いじめや児童虐待の未然防止に

おいては、教職員の児童生徒理解の深さが鍵となる。 
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②観察力と専門的・客観的・共感的理解 

児童生徒理解においては、児童生徒を心理面のみならず、学習面、社会面、健康面、進路

面、家庭面から総合的に理解していくことが重要である。また、学級・ホームルーム担任の

日頃のきめ細かい観察力が、指導・支援の成否を大きく左右する。また、学年担当、教科担

任、部活動等の顧問等による複眼的な広い視野からの児童生徒理解に加えて、養護教諭、ス

クールカウンセラー（以下ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（以下ＳＳＷ）の専門的な

立場からの児童生徒理解を行うことが大切である。この他、生活実態調査、いじめアンケー

ト調査等の調査データに基づく客観的な理解も有効である。特に、教育相談では、児童生徒

の声を、受容・傾聴し、相手の立場に寄り添って理解しようとする共感的理解が重要になる。 

 

③児童生徒と保護者、教職員の相互理解の重要性 

的確な児童生徒理解を行うためには、児童生徒と保護者、教職員がお互いに理解を深める

ことが大切である。児童生徒や保護者が、教職員に対して、信頼感を抱かず、心を閉ざした

状態では、広く深い児童生徒理解はできない。児童生徒や保護者に対して、教職員が積極的

に、生徒指導の方針や意味などについて伝え、発信して、教職員や学校側の考えについての

理解を図る必要がある。例えば、授業や行事等で教職員が自己開示をする、あるいは、定期

的な学級・ホームルーム通信を発行することなどをとおして、児童生徒や保護者に教職員や

学校に対する理解を促進することが大切である。 

 

（２）集団指導と個別指導 

   集団指導と個別指導は、集団に支えられて個が育ち、個の成長が集団を発展させるという相

互作用により、児童生徒の力を最大限に伸ばし、児童生徒が社会で自立するために必要な力を

身に付けることができるようにするという指導原理に基づいて行われる。そのためには、教職

員は児童生徒を十分に理解するとともに、教職員間で指導についての共通理解を図ることが必

要である。 

   

①集団指導 

集団指導では、社会の一員としての自覚と責任、他者との協調性、集団の目標達成に貢献

する態度の育成を図る。児童生徒は役割分担の過程で、各役割の重要性を学びながら、協調

性を身に付けることができる。自らも集団の形成者であることを自覚し、互いが支え合う社

会の仕組みを理解するとともに、集団において、自分が大切な存在であることを実感する。

指導においては、あらゆる場面において、児童生徒が人として平等な立場で互いに理解し信

頼した上で、集団の目標に向かって励まし合いながら成長できる集団をつくることが大切あ

る。そのために、教職員には、一人一人の児童生徒が 

ア 安心して生活できる 

イ 個性を発揮できる 

ウ 自己決定の機会を持てる 

エ 集団に貢献できる役割を持てる 

オ 達成感・成就感を持つことができる 

カ 集団での存在感を実感できる 
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キ 他の児童生徒と好ましい人間関係を築ける 

ク 自己肯定感・自己有用感を培うことができる 

ケ 自己実現の喜びを味わうことができる 

ことを基盤とした集団づくりを行うように工夫することが求められる。 

  

②個別指導 

 個別指導には、集団から離れて行う指導と、集団指導の場面においても個に配慮すること

の二つの概念がある。 

授業など集団で一斉に活動をしている場合において、個別の児童生徒の状況に応じて配慮

することも個別指導ととらえられる。また、集団に適応できない場合など、課題への対応を

求める場合には、集団から離れて行う個別指導の方がより効果的に児童生徒の力を伸ばす場

合も少なくない。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を

引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」において指摘されているよう

に、「生徒指導上の課題の増加、外国人児童生徒数の増加、通常の学級に在籍する障がいのあ

る児童生徒、子供の貧困の問題等により多様化する子供たち」への対応も含め、誰一人取り

残さない生徒指導が求められている。さらに今後、個の課題や家庭・学校環境に応じた、適

切かつ切れ目のない生徒指導を行うことが大切となる。 

     

５ 教育相談 

（１）教育相談の基本的な考え方と活動の体制 

教育相談の目的は、児童生徒が将来において社会的な自己実現ができるような資質・能力・

態度を形成するように働きかけることであり、この点において生徒指導と教育相談は共通して

いる。ただ、生徒指導は集団や社会の一員として求められる資質や能力を身に付けるように働

きかけるという発想が強く、教育相談は個人の資質や能力の伸長を援助するという発想が強い

傾向がある。 

この発想の違いから、時には、毅然とした指導を重視すべきなのか、受容的な援助を重視す

べきなのかという指導・援助の方法を巡る意見の違いが顕在化することもある。しかし、教育

相談は、生徒指導の一環として位置付けられ、重要な役割を担うものであることを踏まえて、

生徒指導と教育相談を一体化させて、全教職員が一致して取組を進めることが必要である。そ

のため、教職員には、以下のような姿勢が求められる。 

①指導や援助の在り方を教職員の価値観や信念から考えるのではなく、児童生徒理解（アセ

スメント）に基づいて考えること。 

②児童生徒の状態が変われば指導・援助方法も変わることから、あらゆる場面に通用する指

導や援助の方法は存在しないことを理解し、柔軟な働きかけを目指すこと。 

③どの段階でどのような指導・援助が必要かという時間的視点を持つこと。 

また、教育相談は、生徒指導と同様に学校内外の連携に基づくチームの活動として進められ

る。その際、チームの要となる教育相談コーディネーターの役割が重要である。 
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（２）校内チーム 

チームとして活動する際には、校長の指揮監督の下にあるメンバーで構成される校内チーム

が基本となる。校内チームは、目的によって二種類に分類される。 

第一は、機動的に支援を実施するために、担任とコーディネーター役の教職員（教育相談コ

ーディネーター、特別支援教育コーディネーター、養護教諭など）を中心に構成される比較的

少人数の支援チームである。 

第二は、児童生徒理解や支援方針についての共通理解を図ることを目的とし、教育相談コー

ディネーター、特別支援教育コーディネーター、養護教諭等に、ＳＣ、ＳＳＷに加え、さらに、

学年主任や生徒指導主事などの各分掌の主任等を含む比較的多様なメンバーで構成される支援

チームである。 

生徒指導部会、教育相談部会、スクリーニング会議、ケース会議などがこれに相当する。こ

れらのチームが前者の少人数で動く支援チームの役割を尊重し、情報を共有しながら一定の裁

量を認めることで、その機動性がより高まると考えられる。 

発達支持的生徒指導や課題未然防止教育の観点で開かれる会議に教育相談コーディネーター

やＳＣ、ＳＳＷが参加し、ニーズを検討し、必要な活動を共に考え、年間計画を立てることも

重要である。 

 

（３）学校外の関係機関等と連携したチーム 

学校外には、児童生徒の支援を目的に活動をしている団体や施設がある。その活動に関する

様々な情報を把握し、地域と協力して校外のネットワークを活かしたチーム支援を進めること

も大切な視点である。 

また、緊急性の高い事態が発生し、校内だけでは対応が難しい場合には、管理職を含めたケ

ース会議を開き、外部機関との連携の可能性を探る。その際には、情報の齟齬によって対応に

ずれが生じないように、外部との連絡なども含め教育相談コーディネーターが情報を一元的に

管理することが必要になる。そのためにも、教育相談コーディネーターが自由に動けるような

体制を整えておくことが重要である。 

ＳＣやＳＳＷ、医師、警察官などは、それぞれの職能団体が定めた倫理綱領や法によって守

秘義務を負っている。そのことを相互に理解し尊重することが必要である。その一方で、児童

生徒の指導・援助に当たっては情報の共有は欠かせず、通告の義務が生じる場合もあることか

ら、チームのメンバーは、守秘義務を理由にすることで支援が妨げられないように、必要な情

報共有を行うという意識を持つことが求められる。 

チームを組めば、そこには必ず守秘義務が発生する。たとえ立場の違う者同士がチームを組

むとしても、チーム内での守秘義務が徹底されるならば、それぞれの立場における守秘義務を

盾にしなければならないケースは減ると考えられる。したがって、チーム内での守秘義務の徹

底は、良好な連携・協働を進めるための大前提と言える。 

 

６ 教育相談活動の全校的展開 

（１）発達支持的教育相談 

「発達支持的教育相談」とは、様々な資質や能力の積極的な獲得を支援する教育相談活動で

ある。個々の児童生徒の成長・発達の基盤をつくるものと言える。個別面談やグループ面談等
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の相談活動だけでなく、通常の教育活動を発達支持的教育相談の視点を意識しながら実践する

ことも重要である。例えば、特別活動では、「望ましい人間関係の形成」、「協働的な問題解決能

力の育成」などを目的とする活動が行われる。教科学習においても、対人関係スキルや協働的

な問題解決力を身に付けることのできる学びが実施される。こうした活動の発達支持的な側面

に着目し、教育相談の考え方を意識しながら教育実践を行うことが求められる。 

  

（２）課題予防的教育相談：課題未然防止教育 

「課題予防的教育相談」は大きく二つに分類できる。第一は、全ての児童生徒を対象とした、

ある特定の問題や課題の未然防止を目的に行われる教育相談である。第二は、ある問題や課題

の兆候が見られる特定の児童生徒を対象として行われる教育相談である。両者とも「課題予防

的教育相談」として分類される。前者の例としては、全ての児童生徒を対象に、いじめ防止や

暴力防止のためのプログラムを、ＳＣの協力を得ながら生徒指導主事と教育相談コーディネー

ターが協働して企画し、担任や教科担任等を中心に実践する取組などが挙げられる。 

 

（３）課題予防的教育相談：課題早期発見対応 

一方、後者の例として、発達課題の積み残しや何らかの脆弱性を抱えた児童生徒、あるいは

環境的に厳しい状態にある児童生徒を早期に見つけ出し、即応的に支援を行う場合などを挙げ

ることができる。具体的には、次のような取組を行う。 

①早期発見の方法 

早期発見の方法として、代表的なものに「丁寧な関わりと観察」や「定期的な面接」、「作

品の活用」、「質問紙調査」が挙げられる。危機的な状況に置かれていても、その状況を適切

に表現できない児童生徒も少なからず存在する。したがって、児童生徒が危機のサインを表

出するのを待つだけではなく、教職員が積極的に危機のサインに気付こうとする姿勢を持つ

ことが大切である。 

《「丁寧な関わりと観察」のポイント》 

学業成績の変化  成績の急低下は「心が勉強から離れてきた」「心が勉強どころでは

ない不安定な状態になっている」ことのサイン 

言動の急激な変化  

 

「急に反抗的になる」「付き合う友達が変わる」「急に喋らなくな

る」「遅刻・早退が多くなる」などの行動の急激な変化は、本人の

中で心理的に大きな変化が生じていることに対応するもの 

態度、行動面の変化 顔色の優れなさ、表情のこわばり、行動の落ち着きのなさ、授業に

集中できない、けがの頻発など態度や行動面に表れるサインにも注

目 

身体に表れる変化 頻尿、頭痛、下痢、原因不明の熱など身体に表れるサインもある 

その他 日常、他の教職員や保護者とよい関係を築いておく 

「気軽に話せる」「率直に伝えられる」「相談しやすい」関係が児童

生徒についての重要な情報をもたらすことに留意 

 

「定期相談」は、５分程度の面接であっても、継続することにより、「定期相談のときに相
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談できる」という安心感の形成と信頼関係の構築に効果的に作用する。面接に当たっては、

受容的かつ共感的に傾聴することを心がけ、児童生徒理解に努めることが重要である。 

「作品の活用」も有効である。児童生徒の日記、作文、絵などは、そのときの心理状態、

自尊感情の有り様、発達の課題などに関する有益な情報を含んでいる。気になる作品等があ

れば、写真におさめて記録に残したり、他の教職員やＳＣと一緒に検討したりすることも大

切である。 

「質問紙調査」は、観察や面接などで見落とした児童生徒のＳＯＳを把握するために有効

な方法と言える。観察では友人関係に問題はないと思われた児童生徒について、その後いじ

めが発覚し、改めて質問紙調査を確認すると実は課題が示されていたという事例なども見ら

れる。観察等と組み合わせた質問紙調査を行うことで、児童生徒理解を深めることが可能に

なる。 

 

②早期対応の方法 

「早期対応の方法」として、代表的なものに「スクリーニング会議」や「リスト化と定期

的な情報更新」、「個別の支援計画」、「グループ面談」、「関係機関を含めた学校内外のネット

ワーク型による支援」が挙げられる。 

「スクリーニング会議」は、教育相談コーディネーターをはじめ、生徒指導主事、特別支

援教育コーディネーター、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷなどが集まり、リスクの高い児童生徒を

見い出し、必要な支援体制を整備するために開催される会議である。 

この会議では、悩みや不安を抱える児童生徒を広く網に掛けるようにスクリーニングする。

会議で取り上げることによって、児童生徒のリスク要因を理解し意識的に見守る教職員の目

が増える。欠席日数、遅刻・早退の回数、保健室の利用回数などスクリーニングにかける際

の基準を決めておくことと、担任以外も対象の児童生徒を認識しておくことが重要である。

そうすることで、担任の抱え込みなどによる支援の遅れを防ぐことができる。 

「リスト化と定期的な情報更新」は、身体面、心理面、対人関係面、学習面、進路面など

の領域で気になる児童生徒を全てリスト化し、定期開催される「スクリーニング会議」で確

認し、リストの情報をアップデートすることである。アップデート自体が早期発見について

高い効果を持ち、何らかの問題が生じたときにも、豊富で正確な情報に基づく的確な介入が

可能になる。その中でも特に集中的な関わりの必要性があると判断された児童生徒は、「ケー

ス会議」に付託され、必要に応じてチーム支援が実行に移されることになる。 

「個別の支援計画」は、「ケース会議」の対象となる援助ニーズの高い児童生徒について、

アセスメントに基づくプランニングを行い、具体的な支援策を明示するために作成されるも

のである。特定の様式はないが、鳥取県では、鳥取県版アセスメントシートを作成し、学校

教育支援サイトの教育相談、いじめ・不登校対策のページに掲載しているので、参考にしな

がら各学校で使いやすいものを作成することが求められる。 

「グループ面談」は、「進路に関する悩み」や「SNSについて」、「数学が分からない」など

の特定のテーマで対象者を募集したり、家庭状況や、欠席日数、遅刻・早退などのリスク要

因の観点から対象者をピックアップしたりするなどして実施する。内容だけでなく、グルー

プ面談を通じた人間関係形成が、問題の未然防止に高い効果を持つ。 

「関係機関を含めた学校内外のネットワークによる支援」は、各学級に一定数いるリスク
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の高い状態にある児童生徒（例えば、医療的ニーズや福祉的ニーズがある、保護者が精神疾

患を抱えている、ヤングケアラーとしての役割を担わざるを得ない、虐待や不適切な養育下

にあるなど）に対して、相談できる人的ネットワークや学校以外に安心できる居場所を見つ

け、確保することを意味している。例えば、学校内には、「教育相談週間」を設定し、児童生

徒が担任以外にも希望する教職員と面談できるようにし、学校内で相談できる対象者を広げ

られるようにする取組なども考えられる。相談室・保健室・図書室・校長室等を居場所とす

る取組をしている学校もある。また、学校外には、学習支援、集団遊び、生活支援、食事の

提供などに取り組む放課後等デイサービスや公民館、民間団体などがある。ＳＳＷと連携し

て、地域の社会資源を活用するためのネットワークを構築することも重要である。 

 

③自主的な相談への対応を行う 

児童生徒の方から自主的に相談に来る場合がある。十分な時間が取れないときは相談に使

える時間を伝え、短い時間でも対応することが大切である。この場合にはカウンセリングの

技法を援用するとよい。 

 《教育相談で用いるカウンセリング技法》 

つながる言葉かけ いきなり本題から始めるのではなく、始めは相談に来た労をねぎらった

り、相談に来たことを歓迎したりする言葉かけ、心をほぐすような言葉

かけを行う。 

例：「部活のあと、ご苦労さま」「待ってたよ」「緊張したかな」など 

傾聴 丁寧かつ積極的に相手の話に耳を傾ける。よくうなずき、受け止めの言

葉を発し、時にこちらから質問する。 

例：「そう」「大変だったね」など 

受容 反論したくなったり、批判したくなったりしても、そうした気持ちを脇

において、児童生徒のそうならざるを得ない気持ちを推し量りながら聞

く。 

繰り返し 児童生徒がかすかに言ったことでも、こちらが同じことを繰り返すと、

自分の言葉が届いているという実感を得て児童生徒は自信をもって話す

ようになる。 

例：児童生徒「もう少し強くなりたい」教員「うん、強くなりたい」 

感情の伝え返し 不適応に陥る場合には、自分の感情をうまく表現できない場合が少なく

ない。少しでも感情の表現が出てきたときには、同じ言葉を児童生徒に

返し、感情表現を応援する。 

例：児童生徒「一人ぼっちで寂しかった」教員「寂しかった」 

明確化 うまく表現できないものを言語化して心の整理を手伝う。 

例：「君としては、こんなふうに思ってきたんだね」 

質問 話を明確化する時、意味が定かでない時に確認する場合、より積極的に

聞いているということを伝える場合などに質問を行う。 

自己解決を促す 本人の自己解決力を引き出す。 

例：「君としては、これからどうしようと考えている？」 

「今度、同じことが生じたとき、どうしようと思う？」 

 

（４）困難課題対応的教育相談 

「困難課題対応的教育相談」は、困難な状況において苦戦している特定の児童生徒、発達や

適応上の課題のある児童生徒などを対象とする。こうした児童生徒に対してはケース会議を開
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き、教育相談コーディネーターを中心に情報収集を行い、ＳＣやＳＳＷの専門性を生かしなが

ら、教育、心理、医療、発達、福祉などの観点からアセスメントを行い、長期にわたる手厚い

支援を組織的に行うことによって課題の解決に向けた支援を行う。その際、学校外のネットワ

ークを活用して、地域の関係機関と連携・協働することが重要である。 

なお、担任が自らの指導力不足であるという責任を感じて追い込まれている場合も見られる

ので、担任を支える観点も不可欠である。しかし、そのことは、担任の代わりに他の教職員や

専門家が全てを引き受けることではない。あくまでも負担軽減を図ることで、担任としての自

負心を傷付けずに、必要な役割を果たせるように支えることが目的である。 

 

７ 暴力行為 

（１）留意点 

文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」では、 暴

力行為を、「自校の児童生徒が故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」と定義し

ている。また、暴力の対象により「対教師暴力」、「生徒間暴力」、「対人暴力」、学校の施設・設

備等の「器物損壊」の四つの形態に分けられている。暴力行為の発生件数は、中学校、高等学

校において減少傾向が見られるものの、小学校においては増加の傾向にあり、全体的にも依然

として多くの暴力行為が発生している。そのため、全教職員が一体となって、未然防止や早期

発見・早期対応の取組、家庭・地域社会等の協力を得た地域ぐるみの取組を推進するとともに、

関係機関と連携し、生徒指導体制の一層の充実を図ることが求められる。 

 

（２）問題行動を起こす児童生徒への効果的な指導の進め方 

「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通知）」（文部科学省 平成１９年２月

５日）の中では、暴力行為の状況について、対教員あるいは生徒間の暴力行為や施設・設備の

毀損・破壊行為だけでなく、授業妨害等も見られるとされている。 

また、問題行動への対応については、未然防止と早期発見・早期対応の取組が重要であると

した上で、「学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては、児童生徒

が安心して学べる環境を確保するため、適切な措置を講じることが必要」とし、十分な教育的

配慮の下で、出席停止や懲戒など、毅然とした対応を取ることの必要性が指摘されている。 

 

「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通知）」（概要） 

１ 生徒指導の充実について 

（１）日常的な指導の中で、児童生徒理解の深化、教職員と児童生徒との信頼関係の構築、

全教職員が一体となった教育相談やカウンセリングを実施すること。 

（２）学校は、暴力行為等に関するきまりなどを保護者や地域住民等に公表し、理解と協力

を得るよう努め、全教職員がこれに基づいた指導を行うこと。 

（３）特に校内での傷害事件など犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むこ

となく、直ちに警察に通報し、協力を得て対応すること。 

 

（３）生徒指導の目標・方針の明確化 

   暴力行為の改善をめざす指導や援助を効果的に行うには、暴力行為等を起こした児童生徒に
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ついて、どのような教育効果を期待するかという観点から指導目標を描き、それを全教職員が

共通に認識することが重要である。その際、学校の教育目標を踏まえつつ、校長を中心に教職

員で活発な議論を行い、指導目標を設定していく。 

指導目標が定まったら、アセスメントを実施し、指導方針、指導基準を明確にする。その

際、個人により解釈が異なったり理解が曖昧になったりしないよう、しっかりと文書化して全

教職員への周知を徹底する。また、方針や基準を検討する段階から、学校運営協議会や関係機

関等と連携して意見をもらうことも大切である。 

 

（４）全校的な指導体制の確立 

指導体制の確立という言葉には、以下のように多様な意味がある。 

①対処すべき問題行動が発生した場合に、事案の重大性や性質を検討し、既存の生徒指導部

で足りるか、あるいは、より拡大したプロジェクトチームを作るかという検討を経るなど

して、対応のための組織や教職員個々の役割を決めておくこと。 

②暴力行為があった場合、同じ階の教員はすぐに現場に駆け付け複数で対応し、暴力行為発

生後の対策メンバーは、校長、副校長、教頭、生徒指導主任等、学年主任、当該児童の担

任、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷ等で、その日のうちに会議を開くなど、全教職員が共通理解

できるよう、年度当初に対応の基本を準備することやそれをマニュアル化したものを作成

すること。 

③校内の生徒指導の方針や基準を定め、年間指導計画に基づき、研修や日々の打合せで教

職員が指導方法や考え方を共有することで維持される教職員の指導に対する体制（校内

連携型支援チーム）を整備すること。 

 

いずれの意味合いにも、全ての教職員の個性や適性、指導力を生かすことや、教職員の誰で

あっても問題行動に対して指導できるようにすることが求められる。 

また、校長の方針などを踏まえ、以下のような生徒指導主事のリーダーシップに基づく取組

を進めることにより、校内に指導体制を確立することが望まれる。 

・年間指導計画の立案・推進 

・生徒指導部会の定期的開催及び校内の教職員との連絡・調整 

・生徒指導に関する研修の推進 

・学級・ホームルーム担任への支援 

・児童生徒の個別の指導資料の作成・保管 

・関係機関等との連絡・調整及び緊急事態への対応 

さらに、指導体制の構築にあたり、例えば、児童生徒に社会的ルールや責任を身に付けさせ

ることを共通の目的として指導する際には、家庭と連携して取り組むことも必要になる。 

また、暴力行為の原因に応じて、ＳＣやＳＳＷ、スクールサポーターなどの専門スタッフと

連携した多面的な指導体制が求められることもある。学校が指導を継続しても児童生徒が暴力

行為等を繰り返す場合には、出席停止制度の措置を検討するなど、教育委員会が加わることも

必要である。 

 

（５）暴力行為の未然防止教育 
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暴力行為の未然防止をねらいとする教育としては、道徳科や特別活動などの時間と関連を図

り、教職員が、暴力や非行をテーマとした授業を行ったり、外部の講師を招いて、暴力防止、

非行防止などに関する講話を行ったりすることなどが考えられる。 

その際に児童生徒に伝えておきたい重要な点としては、表のとおり、暴力行為や正当な理由

もなく刃物を携帯する行為は原則として非行に当たり、警察による捜査・調査、児童相談所に

よる措置、家庭裁判所による処分などの対象になる可能性があるということである。 

 

表 暴力行為・刃物携帯行為と非行 

行  為 非行名（罰則） 

暴力をふるって人にケガをさせた。 傷害罪（刑法 204 条） 

暴力をふるったが、相手はケガをしなかった。 暴行罪（刑法 208 条） 

暴力によって物を壊した。 器物損壊罪（刑法 261 条） 

刃物を携帯した。 銃砲刀剣類所持等取締法（22 条）違反 

軽犯罪法（１条２号）違反 

 

（６）暴力行為が発生した場合の対応 

暴力行為が発生した場合、第一に暴力行為の被害を受けた児童生徒等の手当てと周囲の児童

生徒等の安全確保を行う必要がある。状況によっては救急や警察にすぐに通報しなければなら

ない。 

暴力行為に及んだ児童生徒が興奮していて、他の児童生徒等に更に危害を加えそうな場合に

は、他の児童生徒等を安全な場所に避難させることも必要である。 

たとえ緊急対応を要しない場合であっても、暴力行為が認められた場合には、対応について

早急に校長等の管理職の指示を仰ぐ必要がある。保健室での手当、暴力行為に及んだ児童生徒・

被害を受けた児童生徒等・目撃した児童生徒等からの聴き取り、関係する保護者への連絡、暴

力行為の現場の保全と記録などを行わなければならない。また、警察への相談について検討し

た上で、相談を行う場合には、可能な限り早急に相談を実現することが重要である。 

警察との相談の結果、捜査・調査が開始されたとしても、それで学校の対応が終わるわけで

はなく、被害を受けた児童生徒等のケア、暴力行為に及んだ児童生徒への指導、他の児童生徒

への配慮、保護者への対応などを行う必要がある。 

その際、教職員だけでなく、関係機関等の力を借りながら対応を進めることが有効である。

また、暴力行為はいじめに該当する場合も多いので、いじめ事案としての対応も必要になる。 

なお、事実関係の把握に当たっては、暴力行為が一方的なものであったのか、双方向のもの

であったのかについても留意を要する。また、過去に起こった暴力行為が年月を経て浮かび上

がってきた場合も、学校として可能な限りの対応を行うことが求められる。 

 

（７）発生した暴力行為への対応における連携 

関係機関等との連携が最も強く求められるのが、発生してしまった暴力行為への対応である。

緊急場面での救急や警察との連携はもとより、暴力行為の被害を受けた児童生徒等のケアと回

復支援、暴力行為に及んだ児童生徒への指導においては、関係機関等との連携強化が特に重要
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である。 

①暴力行為の被害を受けた児童生徒等のケアと回復支援 

暴力行為の被害を受けた児童生徒等は、身体の痛みだけではなく、心の痛みを抱えること

となる。その痛みが癒されるためには、適切な治療、家族や友人や教職員の支え、暴力行為

に及んだ児童生徒の心からの反省と謝罪、時間の経過などが必要になる。特にそのケアと回

復支援という観点からは、医療機関、警察、民間の被害者支援団体、少年司法関係機関など

との連携が考えられる。 

例えば、外科的な治療だけでなく、精神面のケアが必要と思われる児童生徒については、

ＳＣが対応するほか、保護者とも相談の上、子供の発達や心理に詳しい医療機関につなぐこ

とが考えられる。また、暴力行為が少年事件としての取扱いを受けることとなった場合には、

警察や少年司法の各段階において被害者支援のための様々な取組や制度があることを理解し

ておくことも大切である。 

被害を受けた児童生徒等が平穏な生活を送れるよう、学校は関係機関等と連携して可能な

限り環境を整え、チーム学校として対応する必要がある。 

 

②暴力行為に及んだ児童生徒への立ち直りを目指した指導・援助 

暴力行為に及んだ児童生徒への指導においても、関係機関等との連携が重要である。暴力

行為は許されない行為だが、それに及んだ児童生徒が学校教育や社会から排除されてはなら

ない。 

排除されて孤独・孤立に陥れば、その児童生徒は立ち直るきっかけをつかめず、更なる暴

力行為に及んでしまう可能性もあり、関係機関等と連携してネットワーク型の支援チームを

組織し、学校内外の知見を集め・力を合わせて指導・援助することが有効である。 

まずは、児童生徒がなぜ暴力行為に及んでしまったのか、関係機関等の専門的知見を借り

ながらより深く多角的なアセスメントを行う必要がある。アセスメントの際には、その児童

生徒の問題や弱みだけでなく、立ち直りに活用できる資源や児童生徒の強みも視野に入れる

ことが大切である。 

次に、アセスメントに基づいて個別の指導・援助計画を立て、支援の目標や役割分担を可

能な限り関係機関等と共有する。そして、支援チームのメンバーそれぞれが計画を実行に移

し、その結果をケース会議に持ち寄って評価や計画の見直しを行い、また実行に移すという

サイクルを繰り返す。 

暴力行為に及んだ児童生徒が、再び暴力行為に及ぶことのないよう反省・謝罪して立ち直

り、成長していくことは、本人の福祉とともに、学校や社会の安全・安心へとつながる。児

童生徒の生きづらさにも目を凝らし、関係機関等と連携した「社会に開かれたチーム学校」

として、地域の力も借りながら、指導・援助に当たっていくことが大切である。 
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８ 不登校児童生徒への支援や保護者との連携において配慮したいこと 

家庭訪問による教職員とのつながりは、不登校の児童生徒にとって学校における自分の存在が

確かなものであると感じることができるという点からも大変重要である。 

〈家庭訪問における３つのステップ〉 

ステップ１ 信頼関係をつくっていく時期 

① 子どもの了解を得たうえで訪

問する 

 

 

② 訪問時間は短く 

 

③ 親との会話は・・・ 

④ 肩の力を抜いて 

・家庭への連絡は学校から 

・都合のいい時間を聴き、約束を守って訪問する 

・会いたくなければ家の人と話してもよいか、家の人に手紙

を預けてもよいか 

・声をかけるだけでもよい「元気？また来るね」、または短

いメモ など 

・子どもは耳を澄ませて聞いている 

・まず「子どもの話を聴く（傾聴する）」こと 

・先生が話をしすぎたり、思いを押しつけたりしないように 

ステップ２ 子どもを深く理解する時期 

① 情報を集め、目と耳と感覚を

働かせて相手をよく知る 

② 興味・関心を持っていること

を話題にしたり、接点を見つ

けて一緒に楽しんだりする 

③ 子どもの小さな変化や成長を

見逃さずそれを言葉にして伝

える 

・生育歴、親子関係、友だち関係、趣味、特技、表情は？ 

 親の接し方は？ 

・子どもの世界を理解する（音楽、スポーツ、イラスト、   

釣り、スマホ、パソコン など） 

 

・周囲に対する不満や怒りなどの想いを共感的に聴く 

・できるようになったこと、成長したことは具体的に伝え、

一人の人間として認める 

ステップ３ 子どもに希望や主体的な目標を持たせる時期 

①子どもとの会話や日常の様子

から再登校への具体的な目標

を設定する 

 

②学校や学級の様子などを伝え

ることで一つ一つ不安をなく

していく 

③進路や将来の夢を語り合う 

・朝は決まった時間に起きる、夏休みの部活動に参加する、

相談室でテストを受ける など 

・「～しかできない」ではなく、「～はできる」というスタ

ンスで子どもを見立てる 

・担任、教科担当、教育相談担当、部活動顧問などが情報を

共有し、関係性構築や継続に向けた連携をとる 

 

 

 

 

 

★ 家庭訪問は、登校を促すためではなく、「君のことを大切にしているよ」

というメッセージを伝える場です。 

★ ＳＣ、ＳＳＷと協働しながら支援を進めていくことも効果的です。 

37



〈心がつながる言葉かけ〉 

  教職員の言葉かけがきっかけとなり、子どもや保護者とのつながりが深まり、前向きに生活で

きるようになる場合もある。 

〔ポイント☝〕心がつながる コ・ト・バ・カ・ケ  
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９ いじめについて 

平成２５年に「いじめ防止対策推進法」が施行、その後、国の「いじめの防止等のための基本

的な方針」が策定された。本県においては、「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」を平

成２９年７月に改定し、いじめ防止のための方針と組織体制づくり、未然防止・早期発見・早期

対応の取組、重大事態への対処等が示された。 

 

（１）いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

 

「いじめ」とは､児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感

じているものをいう。 

 

〔一定の人的関係にある〕 

学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児

童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指

す。 

〔物理的な影響〕 

身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたり

することなどを意味する。 

※個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめ

られた児童生徒の立場に立つことが必要である。 

※いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策推進法第２２条の「学

校いじめ対策組織」を活用して行う。 

 

（２）学校に求められること 

①学校いじめ防止基本方針の策定（いじめ防止対策推進法第１３条） 

○国や地方公共団体の基本方針を参考に、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の

取組を行うかについての基本的な方向、取組の内容等を定める。 

②学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置（いじめ防止対策推進法第２２条） 

○学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うため中核となる常設

の組織を設置する。必要に応じて、外部専門家を活用する。 

○いじめに関するわずかな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、教職員で抱え込まずにすべ

て当該組織に報告・相談し、当該組織を中核として組織で対応する。 

③いじめの防止等に関する取組の実施 

ア いじめの防止 

○いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童生徒を対象に、い

じめに向かわせないための未然防止に取り組む。 

○未然防止の基本は、児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正

しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行
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う。 

○集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれるこ

となく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

○教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりする

ことのないよう、日頃の関わり方に細心の注意を払う。 

イ 早期発見 

○いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行

われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教

職員は認識し、ささいな兆候であっても，いじめではないかとの意識をもって、早い段

階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極

的に認知することが必要である。 

○日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号

を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は定期的なアンケート調査や教

育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握

に取り組む。 

ウ いじめに対する措置 

○いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に

対応し、被害児童生徒を守りとおすとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒

の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応

について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で

取り組む。 

※早期発見、いじめ発見時の対応については、 

      鳥取県いじめ対応マニュアル 

【２】いじめの発見から解決までの基本的な対応（Ｐ７～）、 

【８】学校が行うべき早期発見の手立て（Ｐ３５～）参照 

     ※次ページに、いじめが疑われる事象が起こった場合の対応の流れ図を示す。 
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いじめが疑われる事象が起こった場合の対応の流れ図 
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【参考資料】 

◇「生徒指導提要」（文部科学省 令和４年１２月） 

◇「あしたも、笑顔で」（鳥取県教育委員会 令和２年８月） 

◇「鳥取県いじめ対応マニュアル」（鳥取県教育委員会 令和元年９月） 

◇「特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（高等部）」（文部科学省 平成３１年２月） 

◇「高等学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成３０年７月） 

◇「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」（文部科学省 

平成３０年３月） 

◇「小学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「鳥取県いじめ防止対策ガイドブック『笑顔でつながる』」（鳥取県教育委員会 平成２６年３月） 

◇「いじめの防止等のための基本的な方針」（文部科学大臣決定 平成２５年１０月） 
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６  学 習 指 導 

 

１ 教育課程 

（１）教育課程の意義 

教育課程とは、教師の指導のもとに児童生徒が行うさまざまな教育的経験や活動の全体を

意味するものであり、各学校の基本となる教育計画である。 

「小学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月）によれば、「学校

において編成する教育課程については、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内

容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した各学校の教育計

画である」とある（中学校、高等学校、特別支援学校においても同様）。また、同じく、

「小学校学習指導要領（平成２９年告示）」（文部科学省 平成２９年３月）第１章第１の

１には、「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に

示すところに従い、児童の人間として調和のとれた育成を目指し、児童の心身の発達の段階

や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これら

に掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。」とある。他校種においても類似の記

載がある。 

すなわち、各学校においては、地域や学校、児童生徒の実態に応じて適切に教育課程を編

成することが求められている。教育課程は、校長が責任者となって編成するが、全教職員で

共通理解を図るとともに、一人一人が責任をもって実施にあたらなければならない。 

 

（２）教育課程の編成 

①教育課程編成の法的根拠 

教育基本法第１条（教育の目的） 

学校教育法（校種別の目的・教育目標） 

〇教育の目的    第２９条(小学校)・第４５条(中学校)・第４９条の２(義務教育学校) 

第５０条(高等学校)・第７２条(特別支援学校) 

〇教育の目標   第３０条(小学校)・第４６条(中学校)・第４９条の３(義務教育学校) 

         第５１条(高等学校) 

〇教育課程の基準 第３３条(小学校)・第４８条(中学校)・第４９条の７(義務教育学校) 

         第５２条(高等学校)・第７７条（特別支援学校） 

学校教育法施行規則（教育課程の構成領域、授業時間等） 

〇教育課程の編成  第５０条(小学校)・第７２条(中学校)・第８３条(高等学校) 

第１２６条(特別支援学校の小学部) 

第１２７条(特別支援学校の中学部) 

第１２８条(特別支援学校の高等部) 

〇授業時数    第５１条(小学校)・第７３条(中学校) 

〇教育課程の基準 第５２条(小学校)・第７４条(中学校)・第８４条(高等学校) 

第１２９条(特別支援学校) 

※義務教育学校の前期課程は小学校の規定、後期課程は中学校の規定を準用する。 

鳥取県立学校管理規則第９条 

（各校種）学習指導要領 第１章 総則 
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②教育課程編成にあたっての留意点 

各学校においては、児童生徒や学校、地域の実態に即し、学校教育全体や各教科等（高

等学校：各教科・科目等 以下同じ）の指導をとおして育成をめざす資質・能力を明確に

することや、各学年の教育目標を設定することが求められ、それらを実現するために必要

な各教科等の目標と内容を、教科等横断的な視点をもちつつ、学年相互の関連を図りなが

ら組織する必要がある。 

 

（３）教育課程と学習指導要領 

教育課程の編成に直接関係する法令のうち、特に重要なものが学習指導要領である。学校

教育法に定める学校は、公の性質を有するものである。したがって、教育課程については、

国として教育の一定の水準を保つ必要性から、学習指導要領にその基準が定められている。 

 

２ 学習指導要領改訂のポイントについて 

平成２８年１２月、中央教育審議会が学習指導要領の改訂を文部科学大臣に答申した。この

答申を受けて、平成２９年３月（幼稚園、小学校・中学校）、平成２９年４月（特別支援学校

小学部・中学部）、平成３０年３月（高等学校）、平成３１年２月（特別支援学校高等部）に

新学習指導要領が公示され、小学校（特別支援学校小学部）は令和２年度、中学校（特別支援

学校中学部）は令和３年度から全面実施されている。高等学校（特別支援学校高等部）は令和

４年度の新入生から順次実施されている。 

 

（１）学習指導要領改訂の基本的な考え方 

①教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生か

し、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成する。その際、

子どもたちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた

教育課程」を重視する。 

②知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成２０年

改訂の学習指導要領の枠組や教育内容を維持した上で、知識の理解の質を更に高め、確か

な学力を育成する。 

③先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充

実により、豊かな心や健やかな体を育成する。 

 

（２）育成をめざす資質・能力の明確化 

知・徳・体にわたる「生きる力」を子どもたちに育むために「何のために学ぶのか」とい

う各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出し

新学習指導要領の枠組 

①「何ができるようになるか」（育成をめざす資質・能力） 

②「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教

育課程の編成） 

③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の改善・充実） 

④「子ども一人一人の発達をどのように支援するか」（子どもの発達を踏まえた指導） 

⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策） 

44



ていくことができるようにするため、全ての教科等の目標及び内容が「知識及び技能」、

「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理されて

いる。 

 

 

（３）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

子どもたちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これからの時代

に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるよう

にするために、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進する。 

今回の改訂では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進める際の指導

上の配慮事項を総則に記載するとともに、各教科等の「第３ 指導計画の作成と内容の取扱

い」（高等学校においては「第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」等）

において、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育

成に向けて、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めることが示され

た。 

その際、以下の点に留意して取り組むことが重要であるとされた。 

①児童生徒に求められる資質・能力を育成することをめざした授業改善の取組は、既に

小・中学校を中心に多くの実践が積み重ねられており、特に義務教育段階はこれまで地

道に取り組まれ蓄積されてきた実践を否定し、全く異なる指導方法を導入しなければな

らないと捉える必要はないこと。 

②授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく、児童生徒にめざす資質・能力を

育むために「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点で、授業改善を

進めるものであること。 

③各教科等において通常行われている学習活動（言語活動、観察・実験、問題解決的な学

習など）の質を向上させることを主眼とするものであること。 

④１回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく、単元や題材など内容や時間の

まとまりの中で、学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グループなどで対話

する場面をどこに設定するか、児童生徒が考える場面と教員が教える場面をどのように 

45



組み立てるかを考え、実現を図っていくものであること。 

⑤深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。各教科等の「見 

方・考え方」は、「どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくの 

か」というその教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質 

的な意義の中核をなすものであり、教科等の学習と社会をつなぐものであることから、児 

童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにする 

ことにこそ、教師の専門性が発揮されることが求められること。 

⑥基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図ること  

を重視すること。 

 

高等学校においては、①の記載はなく、⑥について以下のとおりとされた。 

基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、それを身に付けさせるため

に、生徒の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工夫を重ねながら、確実な習得

を図ることを重視すること。 

 

 

（４）各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 

各学校においては、教科等の目標や内容を見通し、特に学習の基盤となる資質・能力（言

語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対応して求められる資

質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充実することや、「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善を、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して行う

ことが求められる。これらの取組の実現のためには、学校全体として、児童生徒や学校、地

域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の配分、必要な人的・物的体制の確保、教育課程

の実施状況に基づく改善などをとおして、教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を

図るカリキュラム・マネジメントに努めることが求められる。 

このため総則において、「児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目

標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実

施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制

を確保するとともにその改善を図っていくことなどをとおして、教育課程に基づき組織的か

つ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメ

「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善の視点 

①学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見

通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体

的な学び」が実現できているか。 

②子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考える

こと等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

③習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え

方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査し

て考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造

したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか。 
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ント」という。）に努める」ことについて新たに示された。 

 

 

（５）教育内容の主な改善事項 

このほか、言語能力の確実な育成、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、体

験活動の充実、外国語教育の充実、職業教育の充実などについて総則や各教科等において、

その特質に応じて内容やその取扱いの充実が図られた。 

 

３ 指導計画 

（１）指導計画の作成 

各学校において編成された教育課程を、より具体化したものが指導計画である。指導計画

は、各教科等のそれぞれについて、学年ごとあるいは学級ごとに、指導目標、指導内容、指

導の順序、指導方法、使用教材等を定めた具体的な計画であり、児童生徒の実態、地域、学

校の実情等を踏まえて作成する必要がある。 

 

（２）指導計画の作成等に当たっての配慮事項 

各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調

和のとれた具体的な指導計画を作成する。 

【小学校】 

①各教科等の指導内容については、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、

そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善をとおして資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。 

②各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにするこ

と。 

③学年の内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動については、当該学年間を見通し

て、児童や学校、地域の実態に応じ、児童の発達の段階を考慮しつつ、効果的、段階的に

指導するようにすること。 

④児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、児童の発達の段階や指導内容の関連性

等を踏まえつつ、合科的・関連的な指導を進めること。 

【中学校】 

①各教科等の指導内容については単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、そ

のまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

「カリキュラム・マネジメント」の三つの側面 

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育目標を踏まえた教科等横断的な

視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと 

②教育内容の質の向上に向けて、子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査や各種

データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣ

Ａサイクルを確立すること 

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて

活用しながら効果的に組み合わせること 
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た授業改善をとおして資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。 

②各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにするこ

と。 

【高等学校】 

①各教科・科目等の指導内容については、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しな

がら、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善をとおして資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。 

②各教科・科目等について相互の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにするこ

と。 

【特別支援学校小学部・中学部】 

①各教科等の各学年、各段階、各分野又は各言語の指導内容については、単元や題材など内

容や時間のまとまりを見通しながら、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善をとおして資質・能力を育む効果的な

指導ができるようにすること。 

②各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにするこ

と。 

③視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特

別支援学校の小学部において、学年の内容を２学年まとめて示した教科及び外国語活動に

ついては、当該学年間を見通して、児童や学校、地域の実態に応じ、児童の障がいの状態

や特性及び心身の発達の段階等を考慮しつつ、効果的、段階的に指導するようにするこ

と。 

④小学部においては、児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、児童の障がいの状

態や特性及び心身の発達の段階等並びに指導内容の関連性等を踏まえつつ、合科的・関連

的な指導を進めること。 

⑤知的障がい者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、各教科、道

徳科、外国語活動、特別活動及び自立活動の一部又は全部を合わせて指導を行う場合、各

教科、道徳科、外国語活動、特別活動及び自立活動に示す内容を基に、児童又は生徒の知

的障がいの状態や経験等に応じて、具体的に指導内容を設定するものとする。また、各教

科等の内容の一部又は全部を合わせて指導を行う場合には、授業時数を適切に定めるこ

と。 

 

 各教科等の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し、次の事項に配

慮しながら、個別の指導計画を作成する。 

 

①児童又は生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮し

て、基礎的・基本的な事項に重点を置くこと。 

②児童又は生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付

けることができるよう、それぞれの児童又は生徒に作成した個別の指導計画や学校の実態

に応じて、指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際、児童又は生徒の障がい

の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮して、個別指導を重視す
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るとともに、グループ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童

又は生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動

を取り入れることや、教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導

体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、コンピュータや情報

通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活

用した学習指導の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器

などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

【特別支援学校高等部】 

①各教科・科目等又は各教科等の指導内容については、単元や題材など内容や時間のまとま

りを見通しながら、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え、主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善をとおして資質・能力を育む効果的な指導ができるよう

にすること。 

②各教科・科目等又は各教科等について相互の関連を図り、系統的、発展的な指導ができる

ようにすること。 

③知的障がい者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、各教科等の一部又は

全部を合わせて指導を行う場合には、各教科、道徳科、特別活動及び自立活動の内容を基

に、生徒の知的障がいの状態や経験等に応じて、具体的に指導内容を設定するものとす

る。また、各教科、道徳科、特別活動及び自立活動の内容の一部又は全部を合わせて指導

を行う場合は、授業時数を適切に定めること。 

 

 各教科・科目等又は各教科等の指導に当たっては、個々の生徒の実態を的確に把握し、次の

事項に配慮しながら、個別の指導計画を作成する。 

 

①生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度を考慮して、基礎

的・基本的な事項に重点を置くこと。 

②生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けること

ができるよう、それぞれの生徒に作成した個別の指導計画や学校の実態に応じて、指導方

法や指導体制の工夫改善に努めること。その際、生徒の障がいの状態や特性及び心身の発

達の段階等並びに学習の進度を考慮して、個別指導を重視するとともに、グループ別学

習、繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、生徒の興味・関心等に応じた課

題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力

による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた

指導の充実を図ること。その際、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を

活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習指導の充実を図ること。

また、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図

ること。 

 

（３）指導計画の評価と改善 

指導計画を作成するにあたり、児童生徒の実態に応じた効果的な指導を行うことができる

ように配慮するとともに、実践をとおしてよりよい指導計画へと改善を図っていくことが大
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切である。 

そのためには、１単元あるいは１時間ごとの授業について、資質・能力や基礎・基本が身

に付いたかを評価規準に基づいて評価するとともに、実践の結果を記録し、指導計画の改

善、見直しを図ることが大切である。 

 

４ 授業づくり 

（１）主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

  ①各教科等の特質に応じた学習活動を改善する視点である「主体的・対話的で深い学び」 

    「主体的・対話的で深い学び」については、例えば国語や各教科等における言語活動

や、社会科において課題を追究し解決する活動、理科において観察・実験を通じて課題を

探究する学習、体育における運動課題を解決する学習、美術における表現や鑑賞の活動な

ど、全ての教科等における学習活動に関わるものであり、現在既に行われているこれらの

活動を、更に改善・充実させていくための視点であると言える。 

  ②単元等のまとまりを見通した学びの実現を図ること 

    「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中で全てが実現されるものでは

なく、単元や題材のまとまりの中で、学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グ

ループなどで対話する場面をどこに設定するか、子どもが考える場面と教員が教える場面

をどのように組み立てるか、といった視点で実現されていくことが求められている。 

  ③発達の段階や子どもの学習課題等に応じた学びの充実を図ること 

    「主体的・対話的で深い学び」の具体的なあり方は、発達の段階や子どもの学習課題等

に応じて様々である。子どもたちの実際の状況を踏まえながら、資質・能力を育成するた

めに多様な学習活動を組み合わせて授業を組み立てていくことが重要であり、例えば高度

な社会課題の解決だけをめざしたり、そのための討論や対話といった学習活動を行ったり

することのみが「主体的・対話的で深い学び」ではない点に留意する必要がある。 

    

 

授業づくりにおいて、大切にしていることは何ですか。 

 

初任時 

 

 

 

 

２年目 

 

 

 

 

３年目 
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（２）授業づくりの実際 

授業を行うには、まず、児童生徒の実態を把握し、ねらいを明確にもつことが必要である。

そして、児童生徒が課題解決をしていく過程をとおし、思考力・判断力・表現力等を伸ばして

いけるような授業を行うことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とっとりの授業改革【１０の視点】」鳥取県教育委員会 

 

育成をめざす資質・能力の明確化 

【三つの柱】 

・知識及び技能 

・思考力、判断力、表現力等 

・学びに向かう力、人間性等 

児童生徒の実態把握 

・既習事項の理解度 

・これまで身に付けてきた学習方法 

・学習に対する興味・関心・意欲 

・ものの見方・考え方 
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【基本的な指導技術】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指示や発問 

指示は簡潔に、活動内容やその目的が明確にわかるようにし、児童生徒の学ぶ意欲を

高めるようにする。また、二者択一や一問一答だけではなく、児童生徒の考えを揺さぶ

ったり、葛藤させたりするような発問を工夫し、思考や判断を促すようにする。 

イ 板書 

板書は学習の視覚的な手がかりとなる。学習の見通しを示したり、内容の確認を行っ

たりするだけでなく、児童生徒の思考の流れを可視化するものでもある。授業のねらい

を達成するために、板書計画を立て、見やすさに配慮した板書を行う。 

ウ 教材・教具 

児童生徒が意欲的に学習に取り組み、授業のねらいを達成することができるように、

発達の段階や思考の流れに即した教材・教具を準備する。 

適切な教材・教具を準備し活用することでわかりやすさや集中力を高めることにつな

げるとともに、具体的な操作活動の充実や、成功体験を大切にした指導に努める。 

必要に応じてＩＣＴ機器を活用することも有効である。 

エ 個に応じた指導の工夫 

  学習評価を生かして補充的な学習や発展的な学習に取り組めるようにしたり、児童生

徒の実態を踏まえて意図的な学習形態を用意したりするなど、個に応じた指導をしてい

くことが大切である。 

オ 授業をとおした関係づくり 

児童生徒同士が関わり合う場を意図的につくり、つながりを深めていくことが大切で

ある。「認められている」「間違っても大丈夫」といった安心感が、学習意欲の向上に

もつながっていく。 

カ 人間性 

人間性は技術とは異なるが、授業には必ず教師の「人間性」が反映される。児童生徒

一人一人の思いを受け止め、価値づける言葉かけをすることで、先生に「認められてい

る」「信頼されている」という信頼関係が少しずつ築かれていく。指導技術と人間性は

「車の両輪」である。 
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【自己評価してみましょう】 ○…具体的な取組や成果 △…課題 

 初任時 ２年目 ３年目 

ア 指示や発問 

 

 

 

 

 

 

                                         

イ 板書 

 

 

 

 

 

 

  

ウ 教材・教具 

 

 

 

 

 

 

  

エ 個に応じた 

指導の工夫 

 

 

 

 

 

 

  

オ 授業をとお

した関係づ

くり 

 

 

 

 

 

 

  

カ 人間性 
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（３）授業づくりのポイント 

   

 

授業は、教材と児童生徒、そして教師によって構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、よりよい授業を展開するためには、児童生徒理解と深い教材研究が要求さ

れる。教材の本質、授業をとおして育成すべき資質・能力を的確に把握しておくことによ

り、本時のねらいや位置づけが明確になり、無理のない、的を射た授業展開が可能にな

る。 

さらに、児童生徒の実態把握に基づいて反応をあらかじめ予想するなどして、授業を設

計する必要がある。深い教材研究のもとに授業展開を設計したとしても、実態とかけ離れ

ていたのでは児童生徒にとって主体的な展開にはならない。 

また、授業の組み立てには単元計画の作成が不可欠である。単元とは、児童生徒の学習

過程における学習活動の一連の「まとまり」である。単元計画の作成とは、教師が意図や 

ねらいをもって、このまとまりを適切に生み出そうとする作業にほかならない。単元計画

は、児童生徒の実態に即して作成する必要がある。 

 

                                                                                 

教材研究とは、教師が毎時間の授業に際して、あらかじめ扱う教材（素材）を研究し、児

童生徒の発達段階、興味・関心に応じてその指導の過程を組み立てる営みである。                             

①教材分析 

・教材（素材）をじっくり検討し、教材の価値を見出す。 

・学習指導要領の目標・内容とのつながりを考える。 

②児童生徒の実態把握 

・児童生徒の実態を把握し、動機付けや興味・関心に基づく指導を考える。 

・先行経験や既習事項も確認する。 

③学習指導（活動） 

・教材分析と児童生徒の実態把握を重ね、実態に応じた適切な学習指導を展開する。 

・明確な目標を立てる。 

・発問の工夫と発問に対する反応を何通りか予想する。 

・予想される反応に対する支援を考える。 

 

 

 

①よい授業展開は、事前の授業設計から始まる 

 

児童生徒 

 

教  師 

 

教  材 

 

授業 
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  【学力を向上させる授業の実現のために】 

・教科の系統性を踏まえた基本的な指導事項を明らかにし、基礎的・基本的事項を重視した

教科の本質に基づいた目標の達成に努める。 

・児童生徒の現時点での理解度を把握し、さらなる理解をその上に積み上げる指導を意識す

る。 

・児童生徒が主体的に探究活動を始めるような意欲をもたせる。 

・正解のみを求める授業にとらわれず、誤答や疑問を出し合える授業づくりをする。 

・児童生徒同士で関わり合う場面をなるべく多く設定し、「学び合う」授業づくりをする。 

・学校での学習が児童生徒の生涯にわたって生きて働く可能性をもつような「生涯をとおし

て学ぶ心」を育てる授業づくりをめざす。 

・学校全体の共通理解と共通実践による指導体制のもとで、「学校の教職員が全員でつく

る」授業づくりを実現する。 

 

 

 

児童生徒が学習に集中し、学びやすい環境を整えるためには、教室内が分かりやすく整理

整頓されているとともに、情報量が精選されていることが大切である。（４学級経営・ホー

ムルーム経営Ｐ．２１参照） 

 

 

 

 

児童生徒の思考力、判断力、表現力等を高めるために、課題発見・解決能力、論理的思考

力、コミュニケーション能力、多様な観点から考察する能力（クリティカル・シンキング）な

どが大切である。これらを育成するためには、言語活動を位置づけた学習活動が重要になる。

言語活動を適切に位置づけ、各教科等の目標を達成していくことが大切である。 

 

５ 学習評価 

（１）学習指導要領の趣旨を踏まえた学習評価の基本的な考え方 

学習評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものである。「児

童生徒にどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図

るとともに、児童生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにする

ためにも、学習評価のあり方は重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある取

組を進めることが求められる。 

 

（２）カリキュラム・マネジメン卜の一環としての指導と評価 

各学校は、日々の授業の下で児童生徒の学習状況を評価し、その結果を児童生徒の学習や教師

による指導の改善や学校全体としての教育課程の改善、校務分掌を含めた組織運営等の改善に生

 

②「価値のある授業」は、ただ楽しいだけではなく、学力を向上させる授業である 

 

③学習に取り組みやすい教室環境をつくる 

④言語活動の充実 
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かす中で、学校全体として組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っている。 

このように、「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり、教育課程に基づい

て組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役

割を担っている。 

 

（３）主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 

指導と評価の一体化を図るためには、児童生徒一人一人の学習の成立を促すための評価という

視点を一層重視することによって、教師が自らの指導のねらいに応じて授業の中での児童生徒の

学びを振り返り、学習や指導の改善に生かしていくというサイクルが大切である。「主体的・対

話的で深い学び」の視点からの授業改善をとおして、各教科等における資質・能力を確実に育成

する上で、学習評価は重要な役割を担っている。 

 

（４）学習評価の基本構造 

平成２９（３０）年改訂で、 学習指導要領の目標及び内容が資質・能力の三つの柱で再整理さ

れたことを踏まえ、各教科における観点別学習状況の評価の観点については、「知識・技能」、

「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理されている。 

 

（５）観点別学習状況の評価について 

観点別学習状況の評価とは、 学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況がどのような

ものであるかを、観点ごとに評価し、児童生徒の学習状況を分析的に捉えるものである。 

①「知識・技能」の評価の方法 

「知識・技能」の評価の考え方は、従前の評価の観点である「知識・理解」、「技能」に

おいても重視してきたところである。具体的な評価方法としては、例えばペーパーテス卜に

おいて、事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに

配慮するなどの工夫改善を図ること等が考えられる。 

また、児童生徒が文章による説明をしたり、各教科等の内容の特質に応じて、観察・実験

をしたり、式やグラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど、

多様な方法を適切に取り入れていくこと等も考えられる。 

②「思考・判断・表現」の評価の方法 

「思考・判断・表現」の評価の考え方は、従前の評価の観点である「思考・判断・表現」

においても重視してきたところである。具体的な評価方法としては、 ペーパーテストのみな

らず、論述やレポー卜の作成、発表、グループや学級における話合い、作品の制作や表現等

の多様な活動を取り入れたり、それらを集めたポー卜フォリオを活用したりするなど評価方

法を工夫することが考えられる。 

③「主体的に学習に取り組む態度」の評価の方法 

具体的な評価方法としては、ノートやレポート等における記述、授業中の発言、教師によ

る行動観察や、児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価を行う際に考慮す

る材料の一つとして用いることなどが考えられる。その際、各教科等の特質に応じて、児童

生徒の発達の段階や一人一人の個性を十分に考慮しながら、「知識・技能」や「思考・判
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断・表現」の観点の状況を踏まえた上で、評価を行う必要がある。 

 

６ 学習指導案 

学習指導案とは、年間指導計画に位置づけた単元（題材）を指導するにあたって、児童生徒や  

学習集団の実態を踏まえて、教師自身の個性を生かして作成する指導計画である。具体的には、   

単元（題材）の目標を達成するために、何を、どのような順序や方法で指導し、児童生徒がどの  

ように学んでいくかを十分に考慮して、学習指導の構想を一定の形式に表現したものである。 

 

（１）学習指導案の意義・役割 

授業は学習指導案どおりに進まないことも多いが、教師は授業のねらいを達成するために軌

道修正を図りつつ、臨機応変に対応しなければならない。児童生徒理解を深め、反応を予想し

ながら授業計画を立て、それを実践し効果を上げるのが専門職としての教師の役割である。 

ところが、いかに緻密な授業を設計したとしても、実践場面では必ずといってよいほど学習

指導案との「ずれ」が生ずる。この「ずれ」が授業研究の対象になる。なぜ「ずれ」が生じた

かを多面的に追求し授業改善を図るのである。学習指導案を作成することによって、自己の授

業を客観的に捉え、進歩させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学習指導案作成上の留意点 

学習指導案の形式は様々であるが、指導者が自分の考えや意図を具体的に表現することが大

切である。次の点は学習指導案から読み取れるよう意識して作成したい。                       

 

 

７ 特別な配慮を必要とする児童生徒の理解と指導・支援 

（１）特別な配慮を必要とする児童生徒の理解 

適切な指導と支援を行うためには、児童生徒を正しく理解することが大切である。そのため

には、どの教科でどのようなつまずきがあるのか、得意なことや苦手なことは何か、友だちと

原因の検証 

・問題設定に無理はなかったか 

・児童生徒の反応を予想できたか 

・教材や提示方法は適切だったか 

・授業過程や学習形態はどうだったか 

など 

 

「
ず
れ
」 

 

授業改善 

 

○授業者が、学習内容及び児童生徒をどう理解して、目標を設定しているか。 

○単元全体の流れの中で、本時はどのように位置付けられているか。 

○児童生徒の反応はどう予想され、それに対して具体的にどのような支援が考えられているか。 
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の関係など、様々な側面からできるだけ多くの情報を収集した上で、つまずきの要因を推測

し、それに対する効果的な支援を考えることが必要である。 

【つまずきの要因の例】 

○環境的な要因…教師の指示がわかりにくい、教室内が騒がしい、家庭での生活習慣が

確立されていない など 

○児童生徒の認知特性等…短期記憶が苦手、手先を使った細かい作業が不安定、注意集

中の持続時間が短い など 

 

（２）指導・支援の方法 

児童生徒の実態に応じて、指導・支援の方法を具体的に考えることが大切である。 

①興味をもって取り組めるよう、個に応じた教材・教具を豊富に準備する。 

②教材研究の段階から、つまずきそうなところを予想し、支援を考える。 

③放課後等を利用して、補充的な指導・支援を実施することも考えられる。 

④周りの児童生徒や教師との様々なふれあいの場をもち、励まし合い、助け合って学習する

喜びを体得させることが大切である。その際、保護者との連携を図りながら実施すること

も重要である。 

 

 

 

 

 

 

８ 参観の視点 

授業は見る者が何を見ようとするのか、どのような課題意識をもっているのかによって、見

え方が変わる。「授業を見る豊かな目」を養い、多面的・多角的に授業を研究し、構想した

い。 

 

読むことへの支援例 

・読む行が見やすくなるよ

う、一行だけ切り抜いた

スリットを用意する。 

・ふりがな付の教科書本文

を全員に配付しておく。 

書くことへの支援例 

・漢字の細かい部分が書きや

すくなるよう、大きめのマ

ス目のワークシートを用意

する。 

・握りやすくするために鉛筆

にグリップを装着する。 

計算することへの支援例 

・割り算の筆算など、計算

の手順書を作らせ、活用

させる。 

・習熟度に応じた複数のプ

リントを準備し、選択さ

せる。 
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【参考資料】 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（高等学校編）」（国立教育

政策研究所 令和３年８月） 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（小学校編）」（国立教育政

策研究所 令和２年３月） 

◇「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（中学校編）」（国立教育政

策研究所 令和２年３月） 

◇「令和２年度 鳥取県学校教育のめざすもの」（鳥取県教育委員会 令和２年３月） 

◇「学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）」（国立教育政策研究所 令和元年６

月） 

◇「学習評価の在り方ハンドブック（高等学校編）」（国立教育政策研究所 令和元年６月） 

◇「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録

の改善等について（通知）」（初等中等教育局長通知 平成３１年３月） 

◇「特別支援学校高等部学習指導要領」（文部科学省 平成３１年２月） 

◇「特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（高等部）」（文部科学省 平成３１年２月） 

◇「高等学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成３０年７月） 

◇「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）」（文部

科学省 平成３０年３月） 

◇「高等学校学習指導要領」（文部科学省 平成３０年３月） 

◇「小学校学習指導要領解説 総則編」（文部科学省 平成２９年７月） 

◇「中学校学習指導要領解説  総則編」（文部科学省  平成２９年７月） 

◇「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」（文部科学省 平成２９年４月） 

◇「小学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「中学校学習指導要領」（文部科学省 平成２９年３月） 

◇「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な

方策について（答申）」（文部科学省 平成２８年１２月） 

◇「通常の学級における特別支援教育～小学校・中学校編～」（鳥取県教育委員会 平成２３

年３月） 
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