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基本研修体系の見直しと研修・講座の成果
県立教育センター
な知識・技能の習得に加え、思考力・判断力・
県立教育センターでは、教育課題解決に向
けた学校のニーズに対応した各種研修を実施
するとともに、教員の自己研修の支援を行っ
ています。また、基本研修の効果をより一層
向上させるために、研修体系の見直しを検討
してきました。
本号では、来年度の基本研修の新しい体系
をお知らせするとともに、今年度新たに開講
した研修・講座の実施状況と成果等について
紹介しますので、各学校においては、今後の
取組の参考にしてください。

新潟県教員研修推進委員会では、校（園）
長会、市町村教育委員会等の意見を踏まえ、
基本研修の見直しを検討してきました。以下
に、見直しの背景と基本方針、見直しのポイ
ント、新規基本研修体系について記します。
１

見直しの背景と基本方針

(1) 教員研修に関する法の改正及び整備
学校教育の抱える諸課題に対応しうる力量
ある教員が求められている中で、教員免許更
新に係る制度が導入されました。
この更新に当たる講習と12年経験者研修の
内容の重複を精査し、平成22年度から小・中・
高・特別支援学校の12年経験者研修の日数を
３日間削減しました。
(2) 学習指導要領の改訂
新しい学習指導要領では、基礎的・基本的

表現力等の育成、学習意欲の向上、学習習慣
の確立が重視されており、これらの課題に応
じた指導力が求められています。
(3) 見直しの基本方針
・教員のライフステージに応じた段階的
な研修期の設定
・基本研修間のつながりの充足
・市町村教育委員会の研修設定状況及び受
講者、学校の負担を考慮した研修形態
や内容の設定

２ 見直しのポイント
(1) 初任者研修の日数削減
初任者研修における校外研修が夏季休業中
に集中していることによる問題点が指摘され
ていたため、校外研修の内容を詳細に見直し、
日数を削減することとしました。（小・中・
高・特別支援学校教諭は３日、栄養教諭は２
日）
(2) 採用２年目教員の研修の新設
学級経営に悩む若手教員が多いといった指
摘に対し、採用２年目となる小・中・高・特
別支援学校教諭を対象に、学力の向上と社会
性育成の基盤となる学級経営に特化した講座
を新設することとしました。
(3) 基本研修をつなぐ研修の新設
若手教員の授業力向上が課題とされている
ことから、これまでの基本研修を補完する形

(2) 深めよう 絆 県民運動
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で、採用４年目教員、及び採用９年目教員を
対象とした研修を新設することとしました。
３

高・特別支援学校教諭対象）保育ジャンプ
アップ研修（幼稚園教諭対象）、保健教育
ジャンプアップ研修（養護教諭対象）、食
育指導ジャンプアップ研修（栄養教諭対象）

平成24年度からの基本研修体系

(1) ライフステージに応じた研修期
教員のライフステージに応じた段階的な研
修期を以下のように設定します。
の部分が新規の研修です。

【採用13年目～】能力充実期
〈研修テーマ：学校（園）運営の参画に向
けた実践的指導力の充実〉
⑦13年目―教職12年経験者研修
教科等の専門性を一層高め、自己の指
導力の充実を図る。

【採用１～５年目】基礎形成期
〈研修テーマ：職務の遂行に必要な実践的
指導力の基礎の確立〉
①１年目―初任者研修・新採用研修
学習指導、生徒指導、校務分掌等にお
ける一定の職務遂行能力を身に付ける。
②２年目―学級経営講座：２日
学習規律の定着と社会性の育成に係る
指導力を身に付ける。

(2)

研修形態

新規基本研修の形態（番号は４(1)の研修番号と対応）

教職１年目研修

①

悉皆

教職２年目研修

②③

指名（受講対象者全員）

小・中・高・特別支援学校教諭対象
高等学校は、従来どおり

教職４年目研修

④

指名（受講対象者全員）

③２年目―養護教諭実務研修：２日
実務作業能力を身に付ける。

教職６年目研修

⑤

悉皆

教職９年目研修

⑥

指名（受講対象者全員）

教職13年目研修

⑦

悉皆

※
※

※

養護教諭対象

④４年目―ステップアップ研修：１･２日
現在の自己の実践を見直し、指導力向
上のための課題を明らかにする。
※ 教科指導ステップアップ研修２日（小・
中・高・特別支援学校教諭対象）
、保育ス
テップアップ研修１日(幼稚園教諭対象）
、
保健教育ステップアップ研修１日（養護
教諭対象）、食育指導ステップアップ研
修１日（栄養教諭対象）

【採用６～12年目】能力伸長期
〈研修テーマ：専門的知識・技能に基づく
実践的指導力の向上〉
⑤６年目―教職５年経験者研修
児童生徒の実態を把握し、授業と生徒
指導の関連を踏まえながら自己の指導力
の向上を図る。
⑥９年目―ジャンプアップ研修：１日
自己の課題に基づき教科等の専門性を
高め、自己の指導力の向上を図る。
※

平 成24年 ２月 １日

教科指導ジャンプアップ研修（小・中・

(3) 受講対象者の確定手続き
新規基本研修の受講にあたっては、当該年
度の４月に各学校が県立教育センターのWeb入
力システムによって申し込むことが必要です。

１ 学校トラブル対応講座
(1) 目的
近年、保護者・地域等から様々な要望が学
校に寄せられています。それらに対する適切
な対応方法や、学校体制の整備についての理
解を深め、家庭や地域等と連携した開かれた
学校づくりの方策を探ることを目的に、本講
座を実施しました。
(2) 概要
【対象者等】
○小・中・中等教育・高等学校・特別支援学
校の副校長、教頭 60人
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【研修内容等】
○講義１「保護者や地域の要望への対応につ
いて－東京都教育委員会の手引きより－」
講師 東京都学校問題解決サポートセンター
豊澤 みどり 統括指導主事

○講義２「学校トラブルの現状と対応」
講師

義務教育課・高等学校教育課管理主事等

○ 演習・協議「学校トラブルへの初期対応の

ポイントと組織体制の見直し」
・講義では、学校への要望等の現状やその背景、
対応の基本的な心構えなどを学んだ。
・演習・協議では、保護者・地域住民役、教師
役、観察者に分かれ、仮想事例を基にロール
プレイを行い、互いに感想を交換した。
・自校職員や組織の実態を振り返り、よりよい
対応体制を作るための方策を考えた。

(3)

○連携先・講座テーマ
Ａ 新潟大学理学部講座(５人)
「大気環境分析入門」
Ｂ 新潟大学工学部講座(計13人)
「４サイクルエンジン」
「電界可視化実験、
光通信装置」
「周期的に変色する振動反応」
Ｃ 長岡技術科学大学講座(計21人)
「流れによる振動現象」「ヴァーチャルケ
ミストリ」
「脳波の解析と感性の計測」
「ヒ
トｉＰＳ細胞の培養法」
Ｄ 新潟県保健環境科学研究所講座(３人)
「ウイルスの遺伝子解析」
Ｅ 新潟県工業技術総合研究所講座(５人)
「陽極酸化と薄膜干渉」

(3) 成果
研修後の、「研修の活用状況についてのアン
ケート」では、「研修で学んだことを職場で活
用した。」との回答が94％を占めました。本講
座で取り上げた問題が、学校現場の喫緊の課
題であることが再確認できました。
今後、保護者・地域住民等への対応がます
ます重要になると予想されます。県立教育セ
ンターWebサイトに掲載した演習事例を参考
に、各学校においても積極的に研修を進めら
れることを期待しています。

【ｉＰＳ細胞の培養実験】

２ 先端科学技術体験講座（高等学校理科）
(1) 目的
この講座は、県内の２大学・２研究所と連
携し、先端科学技術についての講義や実験・
実習を実施し、先端科学技術への理解を深め、
実験技能などの理科指導力の向上を図ります。
さらに、体験した先端科学を教材として活用
した授業実践を行い、次代を担う科学技術系
の人材育成を目指します。
(2) 概要
【対象者等】
○対象者 高等学校理科教諭
○定員等 50人（延べ47人が参加）
【主な研修内容、期日等】
○期日 ７～12月、各講座１日間

【金属の陽極酸化実験】

(3) 成果
科学の最先端の話題や学問的な知識を得た
ことや、大学や研究所の最先端施設・設備に
おいて実験・実習を体験したことにより、受
講者の知識・技能・意欲の向上につながりま
した。

実践力向上研修は、県内の園、学校の教員
に、各園、学校の実態に即した実践的な指導
力を身に付けてもらうため、指導主事を派遣
して教科等に係る校内研修を支援するもので

(4) 深めよう 絆 県民運動
す。平成17年度から実施しており、今年度も
多くの学校から申込みをいただきました。
これまでに、「教科等の指導に関する研修支
援」では延べ82校、
「特別支援教育に関する研
修支援」では延べ46校、
「教育相談・生徒指導
に関する研修支援」では延べ20校から依頼を
受けました。
本研修も認知度が高まり、今年度も当セン
ターWebサイトの「実践力向上研修」へのアク
セス数はこれまでで2,250を越えました。更に、
研修支援を行った指導主事による「学校訪問
記」を今年度からWebサイトに掲載したところ、
アクセス数も上昇しました。詳細は、当セン
ターWebサイトを御覧ください。
【学校訪問記】より抜粋
小学校で、少人数の生活科の授業でした。
生活科の中でも、自然と自分に関する内容
（空気と風）でした。内容的に、小学校１年
生には難しいと思われましたが、授業者の先
生が、子どもの考えをうまく生かしながら、
気付きの質を高めていました。すばらしい授
業でした。また、ＫＪ法的手法を用いた協議
会も、活発に前向きな意見が出され、生活科
と理科の関連や、授業における対話の果たす
役割などの理解を深めることができました。
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本号で紹介した以外にも、授業力の向上や
教育課題の解決に向け、様々な研修・講座を
開講しています。受講することで、教員一人
一人の力量が高まり、よりよい教育活動が展
開されることを期待します。また、県立教育
センターでは、
研修・講座の他にも各種調査・
研究、相談支援等様々な事業も行っておりま
す。是非御活用ください。
◇県立教育センター
URL http://www.nipec.nein.ed.jp/

＊県立教育センターからのお知らせ＊
●拓け未来の新潟第５回教育フォーラム
◇日時 平成24年２月28日（火）
午前10時から午後４時30分まで
◇会場 県立教育センター
◇内容 午前は講演会、午後は各種分科会
◇講演会講師 小野田

正利

氏

（大阪大学大学院人間科学研究科教授）
「モンスターペアレント論を超えて～保護者と向
き合う気持ちと教職員の共同性～」
◇分科会

外国語活動、教育相談、学力向上推進、

学校組織マネジメント、特別支援教育の推進
◇問い合わせ先 「第5回教育フォーラム
TEL

事務局」

025-263-9028

詳細は、県立教育センター
Webサイトを御覧ください。

※PDFファイルで御覧の方は、下線部（URL）をクリックすると、
直接該当Webサイトへジャンプしますので御活用ください。

【生活科の授業の様子】
Webでも御覧ください。バッ
ク ナン バ ーも 御覧 にな れま
す。
「教育月報」で検索！

日々の授業の振り返りや改善に向けて、県
立教育センターでは、このような形態での支
援を行っています。来年度も、校内研修の充
実と教員の指導力向上に向けて、一層御活用
ください。
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