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別記 １０年経験者研修に関する研修内容
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別記 〔細則３（1）及び ４（1）(2) 関係〕

１０年経験者研修に関する研修内容

１ 校外研修

(1) 平成２８年度１０年経験者研修（新規）

【共通研修】 ［６日］ （開講１０：３０ 閉講１６：００）

【選択研修】 ［２日］

(注)

●研修名、実施期日等の情報は、教育センター学びの丘ウェブページで漸次更新する。

●受講申込みに当たっては、研修教員の所属する各校にて、各研修の実施要項に従って

研修申込先あて行うこと。

　県教育委員会及び県等が実施するもののうち指定するもの並びに和歌山大学等が実施するもののうち指定するもの。

  （教科領域、地域共育コミュニティ、ふるさと教育、人権教育等）

研修名 地方名等 実施期日 会場 研　　修　　内　　容 受講上の留意点

　「１０年経験者研修の開講に当たって」

５月１０日（火） 　「教職１０年を振り返る」

　「自己の教職キャリア・デザインについて考える」

  「全職員で取り組む生徒指導」

  「児童生徒理解のための事例検討法」

　「学校における危機対応について」

  「危機対応についてのシミュレーション・ワーク」

  「授業改善の理念と方法」

  「授業改善のアクションプラン」   　

　「校内研修会運営の実践発表①」

　「全職員の協働による学校改善」

　「地域に根ざし、地域と連携した学校運営の推進」

　「学校組織におけるミドルリーダーの役割」

日高地方以南の
教員対象

８月２３日（火）

教育センター
学びの丘

教育センター
学びの丘

有田地方以北の
教員対象

和歌山地域
地場産業振興

センター

日高地方以南の
教員対象

共通研修３

日高地方以南の
教員対象

共通研修５

教育センター
学びの丘

７月２９日（金）

和歌山地域
地場産業振興

センター

有田地方以北の
教員対象

教育センター
学びの丘

紀南の部

有田地方以北の
教員対象

共通研修４

紀南の部

紀北の部 ８月２４日（水）

共通研修１

日高地方以南の
教員対象

有田地方以北の
教員対象

紀北の部

１月２４日（火）
教育センター

学びの丘

紀北の部 １２月２７日（火）

共通研修２

７月２８日（木）

１２月２８日（水）

和歌山地域
地場産業振興

センター

紀南の部 ８月３日（水）

教育センター
学びの丘

紀南の部

紀北の部 ８月２日（火）

和歌山地域
地場産業振興

センター

共通研修６
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(2) 平成２９年度１０年経験者研修（継続）

【共通研修】 ［１日］ （開講１０：３０ 閉講１６：００）

【選択研修】 ［１日］

(注)

●「社会体験研修」を選択する場合は、下記のア、イに留意すること。

ア 研修時間は勤務校の勤務時間に準ずるものとする。

イ 夏季の長期休業期間中に実施することを原則とするが、校長が適切と認め、勤務の

割り振りが支障なく行える場合に限り、週休日に実施することも可能とする。

●「学びの丘＜選択研修＞」を選択する場合は、下記のア、イに留意すること。

ア 教育センター学びの丘ウェブページに掲載する「平成２９年度専門性の向上を目指

す研修 ＜選択研修＞」のうち、１０年経験者研修（継続研修）「選択研修」として

受講できる講座の中から選択すること。

イ 研修教員の所属する各校にて、別途「専門性の向上を目指す研修」の受講申込の手

続を行うこと。なお、１０年経験者研修継続研修である旨を明記すること。

研修名 地方名等 実施期日 会場 研　　修　　内　　容 受講上の留意点

　「校内研修会運営の実践発表②」

 　「ミドルリーダーとしての学校組織マネジメント」

　「今後のキャリアプランニング」

共通研修７
日程については、追っ
て通知する。

未定
教育センター

学びの丘

研修名 会場 研　　修　　内　　容 受講上の留意点

社会体験研修
勤務校の同郡市内の民間企業、
社会福祉施設、社会教育施設等

校長・教頭の指導のもと、研修教員が研修の日時、
場所、内容等を選択し、当該施設等の管理者の助言
を受け研修を行う。

原則、夏季の長期休業中
に実施

平成２９年度和歌山県教育センター
学びの丘「専門性の向上を目指す研修
＜選択研修＞」のうち指定するもの

詳細は平成２９年度当初
に、教育センター学びの
丘ウェブページにて提示

研修シラバスによる。

「社会体験研修」又は「和歌山県教育センター学びの丘『専門性の向上を目指す研修＜選択研修＞』のうち指定するもの」
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２ 校内研修

研修項目等 （新規年度・継続年度 共通）

項目
番号

項目 研修課題
新規年度
における
研修日数

研修内容例

教職キャリアの振り返り，
今後の教職キャリア計画

［年度当初］これまでの１０年間の振り返り　※この内容は共通研修１でも取り上げる。

［年度末］今後の教職キャリア計画　※この内容は共通研修７でも取り上げる。

１０年経験者研修の
計画，実施後の振り返り

１年間の研修目標・計画作成（校内研修・校外研修），１年間の研修の振り返り

自己理解と教職理解 自己理解，自己の教職観の明確化，教師力，教育の理念と現代教育の課題

各教科等の指導方法
学習指導要領の理解，各教科等の専門知識，教材の検討・準備，教材・教具の工夫と
開発，学習指導方法の理解，各教科等の指導法，個に応じた指導，共同的な学習の
方法，学力の向上

授業づくり
教育課程の意義と編成，各教科等の年間指導計画，教育課程・単元計画・指導計画
の授業への反映，学習指導案づくり，状況に応じた柔軟な指導展開，授業研究の方法
と内容，研究授業の計画・実施・振り返り

生徒指導
生徒指導の意義と課題，教育課程における生徒指導の位置づけ，児童生徒の発達観
と指導観，児童生徒理解，年間指導計画，問題行動の理解と指導，教育相談・カウン
セリング，事例研究，学校と家庭・地域・関係機関との連携

キャリア教育（進路指導）
個を生かす進路指導，進路指導計画の作成，進路指導の進め方，体験的な学習の意
義と指導

学級経営
学級担任の役割と職務内容，年間学級経営案の作成，子供との信頼関係，教室環境
づくり

その他の教育課題

人権教育，「ことばの力」向上のための教育，健康教育，食育，安全教育，情報教育，
郷土を愛し郷土に学ぶ教育，環境教育，国際理解教育，福祉教育，産業教育，科学技
術教育，へき地・複式教育，情報モラルの育成，家庭・地域との連携，通常の学級にお
ける特別支援教育の充実，児童生徒の体力の向上

主任としての
学校運営への参画

国・県・市町村の施策・指導重点の理解と伝達力，教育課程の作成，学校教育目標の
具現化，年間指導計画作成への参画，各主任としてのリーダーシップ，各主任としての
経営力，協働性・同僚性，先輩教員としての役割，学校改善

組織マネジメントと
その活用

ワークショップ型校内研修の理解と活用，会議の運営の仕方，ＰＤＣＡサイクルを活用し
た学校組織マネジメント，ＯＪＴによる資質向上・人材育成

学校評価・教職員評価 学校評価の効果的な活用，教職員評価の効果的な活用

学校外との連携 保護者との信頼づくり，学校と地域との教育連携，学校から地域への情報発信・広報

学校の危機管理・対応 学校運営上の危機管理と危機対応

１～２日

1 １～２日

１～２日

キャリアデザイン研修

１～３日

4

3

2

ミドルリーダー研修

教育課題研修

教科指導等研修
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(注)

●新規年度においては、各研修項目に設定された日数を基準に１０日行い、個々の研修

教員の特性に応じた校内研修を計画すること。また、研究授業及び校内研修会①を必ず

実施すること。

●継続年度においては、校内研修会運営の実践研修を中心に５日行うものとし、そのうち、

校内研修会②を必ず実施すること。

●校内研修は、主として課業期間中に実施すること。夏季・冬季の長期休業中に実施する

ことは可能だが、年間を通して実施することが望ましい。また、土曜日・日曜日等、週

休日には原則として実施しないこと。

●校内研修の研修時間は、３時間をもって１日とする。

項目
番号

項目 研修課題
新規年度
における
研修日数

研修内容例

地域共育コミュニティ

道徳性を育てる教育

校内研修会①・②の計画・実施・評価と改善，校内研修会運営の実践発表の準備

 ※「校内研修会運営の実践」については，共通研修で研修した手法等を活用して，校内研修会を
　　計画・実施する。校内研修会は，教科部会や学年部会，校務分掌の部会，あるいは職員全体等
　　で実施し，事後，校長等からの指導助言をもとに評価・改善を検討する。そして，共通研修５・７で
　　実践内容について発表する。
　　校内研修会の実施時期等，詳細については共通研修１で説明する。

１～２日

6
校内研修会運営の

実践研修
校内研修会 ３～５日

自立・共生・社会参加について，地域共育コミュニティの形成と道徳性を育てる教育，
道徳性を育てる教育とは，道徳性を育てる教育の指導のポイント，道徳性を育てる教育
の観点で見直す本校教育

地域共育ｺﾐｭﾆﾃｨ・
道徳性を育てる教育

研修
5
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〔補足〕校内研修の実施にあたって

これからの学校教育においては、さまざまな得意分野や専門分野を持った教職員が連携協

力して教育効果等を高めることが必要とされていることから、「１０年経験者研修実施要項」

及び「１０年経験者研修実施要項細則」に定めるものの他、以下の点に留意して、校内研修

を実施すること。

１ 学校が一体となってその内容の充実を図るとともに、「校外研修」との連携を図ること。

２ １０年経験者研修の趣旨に従い、研修教員の能力・適性等に応じ、実際の授業実践を

通じた授業研究や教材研究、特定課題研究等に係る研修を実施するなど、校内だからこ

そできる研修を実施すること。この際、教員の自己研鑽や資質向上を推進するために、

校長、教頭及び他の教員が日々の職務の遂行に必要な助言・協力を行ったり、教員が相

互に日常の授業実践を公開し、評価し合ったりすることなど、校内研修の充実に向け、

校務運営上、十分に工夫すること。

３ 研修の成果を、研修教員だけに留めることなく、現職教育等で情報を共有化すること

で教員全体へ還元し、より多くの教員の資質向上と学校の活性化につながるよう工夫す

ること。

【参考】１０年経験者研修体系図（校内研修と校外研修の関係）

校内研修（OJT） 校外研修（Off-JT）

【２講座選択】

教科指導等に関する研修
教育課題に関する研修

道徳性を育てる教育

地域共育コミュニティ

ふるさと教育

人権教育等

に関わる講座から選択

５ 校内研修会運営の実践発表①
学校改善

２ 生徒指導

３ 危機対応

４ 授業改善

６ 地域と連携した学校運営
ミドルリーダーの役割

【新規年度１０日】

「社会体験研修」又は学びの
丘が実施する「専門性の向上
を目指す研修」のうち指定す
るものから選択

7 校内研修会運営の実践発表②
学校組織マネジメント
キャリアデザイン

１ キャリアデザイン

１年目

共通研修【新規年度６日】 選択研修【新規年度２日】

共通研修【継続年度１日】 選択研修【継続年度１日】

１ キャリアデザイン研修
２ 教科等指導研修
３ 教育課題研修
４ ミドルリーダー研修
５ 地域共育コミュニティ
道徳性を育てる研修

６ 校内研修会運営の
実践研修 ①

【継続年度５日】

６ 校内研修会運営
の実践研修 ②

２年目


