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令和元年度 鳥取市中堅教諭等資質向上研修 全体構想

鳥取市中堅教諭等資質向上研修

集合研修：６日
 年間６回：午後半日開催
 短時間で充実した内容

 全国的に著名な講師による講
義・演習

 複数のキャリアステージをつな
ぐコラボ研修

学校訪問：１回（１１月）
○授業参観
○対象者、管理職との面談
・校外研修の成果還元について
・校内研修の実施状況について
・校内ＯＪＴの実施状況について

※アンケートの実施

企画選択研修：３日（～１２月）
〈キャリア体験〉
・保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校での体験活動
〈地域貢献体験〉
・勤務地での行事（公民館行事・祭り等）への参画
〈指導助言体験〉
・自校、または中学校区での研修会等で指導助言

授業実践：７～９日（～１月）
○教科等の指導力向上
・教材開発
・指導法工夫・改善
・実践的指導法の向上
※外部講師の指導を１日以上受ける
※指導案（Ａ４：１枚程度）準備

課題研究：３～４日（～１月）
○学校課題解決
○校内組織活性化
○自己の指導力向上
○校内ＯＪＴ推進

実践発表：１日（１２月～１月）

 １年間の研修のまとめ

 自身の実践の変容、取組経
過等を発表

 自校か中学校区で発表

・プレゼン資料作成
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【キャリア体験】

人数（人） 内容 時期

特別支援学校
鳥取聾学校
鳥取大学附属特別支
援学校

3
・児童生徒との交流
・特別支援学校教職員との協議・情報交換
・施設見学

１０月
７月

保育園

賀露保育園
白ゆり保育園
さとに保育園
津ノ井保育園
わかば台保育園
河原あゆっこ園
西郷保育園
浜村保育園

10

幼稚園
第三幼稚園
第四幼稚園

2

認定こども園 ひかりこども園 1

【地域貢献体験】

人数（人） 内容 時期

公民館活動

遷喬地区公民館
賀露公民館
面影地区公民館・面
影小学校
松保地区公民館
浜坂地区公民館
岩倉地区公民館
湖山西地区公民館
若葉台地区公民館・
若葉台小学校
浜村地区公民館
逢坂小学校体育館

12

・公民館祭りの企画、準備、運営
・夏休み「かろっこ塾」の企画、運営、参加
・「いきいきおもかげっ子ひろば」のボランティア活動
・敬老会の運営ボランティア活動
・世代間交流イベントの打合せ、会場整備、当日のイベント運営
・公民館主催工作教室への参加
・地区運動会の事前協議・当日参加
・公民館行事運営（キス釣りと朝食づくり）
・公民館との異世代交流コンサート＆創立１１０周年記念イベント

６～１０月

清掃活動 高山（西郷地区） 1 高山清掃活動 ７月

地区活動
美保地区
津ノ井小学校
千代川袋河原広場

3
大覚寺納涼祭
納涼祭でのボランティア活動
校区でのイベント「あゆ祭り」にスタッフ参加

６～８月

【指導助言体験】

人数（人） 内容 時期

8 初任研での指導助言、授業づくりへの協力 ７～２月

8 校内授業研究会での指導助言 １０～１２月

【実践発表】

発表時期 １０月～２月中旬

＜中堅教諭の声＞
○担任している学年の総合的な学習で手話について学んでいる。聾学校での体験で知ったことを子どもたちに伝え、子どもたちの手話に関
する学習意欲を高めることができた。
○笑顔でエネルギッシュに園児に接する保育士さんの仕事ぶりや、保育士さん同士の息のあった連携がとても参考になった。
○子どもの注意を引き付けるメリハリのきいた声かけの仕方が大変参考になった。
○年少児に関わる年長児の姿や給食の配膳等をてきぱき行う園児の姿を見ることができ、小学校１年生でも、子どもたちでできる活動を増
やしていきたいと思った。
○事前に保育園から保育に関する資料をもらって体験を行った。園児を見る視点、保育について考える視点をもって体験に臨め、体験後の
協議、情報交換にも活かすことができてよかった。
○保育園での体験を通して、子どものやる気、意欲を大切にし、遊びの中から学び、遊び切る子どもの育成を目指していることを学んだ。

令和元年度 鳥取市中堅教諭等資質向上研修　企画選択研修の実施状況

対象者：１６名（１５校）　※小学校１４名（１３校）、中学校２名（２校）

体験先（学校・園）

○園児との交流
・朝の登園指導
・読み聞かせ
・水泳体験活動
・自由遊び
・給食指導
・もちつき体験（小学生との交流）
○園長、副園長。保育士との協議、情報交換

７月～１２月

＜中堅教諭の声＞
○初任者の授業研究会に向けて、指導案作成や事前研究会に関わり、授業づくりの指導を行うことができた。初任者への指導を通して、学
習指導要領を読み直す等、自分自身の授業づくりを見つめ直すよい機会となった。
○講師や初任者といった若手教員と日常の会話を大切にしている。分からないことや困っていることを相談してもらいやすいように、一緒に
考える姿勢を大切にして指導助言を行った。
○子どもへの対応や授業づくりについて、事前研から関わり指導助言を行ったが、自分が普段行っていることでも、具体的なアドバイスとし
て、分かりやすく伝えることが難しかった。自分自身が勉強し直すことができた。

体験・活動先（公民館・場所等）

＜中堅教諭の声＞
○あゆ祭り実行委員会に複数回参加し、祭りで地域を盛り上げたいという商工会や振興会の方々の熱い思いを知ることができた。
○公民館のイベントを通して、「土曜日に子どもたちを地域につなげたい。子どもたちに、自分たちの地域によい思いをもって育ってほしい」
という公民館長の思いを知ることができた。
○敬老会を開催するために、地区の様々な団体が関わっていることが分かった。例年、教頭が行っていた敬老会と学校をつなぐ窓口を中堅
教諭が担った。手紙や出し物について打合せを行うことができた。
○異世代コンサートの打合せに参加し、企画・運営を行った。チラシ、ポスターを中心となって作成した。諸団体との連絡調整が大変だった。
報連相の大切さを再認識した。

指導助言対象

初任研

校内授業研



 

 

令和元年度鳥取市中堅教諭等資質向上研修における校内ＯＪＴ、企画選択研修の取組事例 

 

鳥取市教育センター 研修企画係 

 

１ 校内ＯＪＴ、企画選択研修の取組事例 

（１）校内ＯＪＴの取組 

事例① 若手教員への往復型の校内研修 

内容  夏季休業中に集合研修の内容を資料（A4 １枚程度）にまとめ、校内の講師・

初任者に講義・伝達した。 

 講義を受けた講師、初任者はレポートを中堅教諭に返し往復型の校内研修を

行った。 

＜中堅教諭の声＞ 

 研修内容を１枚の資料にまとめ、それを自分の言葉で講師、初任者に伝えたことで、自

分自身も研修内容の理解を深めることができた。 

 日常の授業を公開し、いつでも講師や初任者の先生が授業参観できるようにしている。

講師や初任者の授業づくりの参考になるように指導案も公開している。 

＜校長の声＞ 

 研修内容をまとめた講義を行っただけでなく、講師、初任者がレポートを返したり、中

堅教諭が日常の授業を講師、初任者に公開したりして、講義後も校内 OJTが継続され

るようにした。 

 

事例② 研究だよりでの研修内容の発信 

内容  集合研修の内容を研究だより（夏休み特別号）にまとめ、全校職員に配付し

た。 

 研究だよりで研修の学びを発信し、子どもの気持ちを聞き出す聞き方や、発

達の気になる子どもが示すサイン等について共通理解を図った。 

＜中堅教諭の声＞ 

 職員会や職員研修の中で研修報告の時間を確保することが難しかったので、研究主任

と相談し、夏休み中の研究だよりで集合研修の内容を情報発信することとした。 

 子ども側の視点に立った学習上の課題や生活上の課題への気づきを大切にすることや

教育のユニバーサルデザインについて教職員に具体的に伝え、日常の指導に活かすこ

とができた。 

 

事例③ 職員研修での研修内容発信 

内容  保育体験で学んだ保育の目指す学びや幼児

教育の目指す幼児の姿、保小連携の視点等

を中堅教諭が職員研修で講義。 

＜中堅教諭の声＞ 

 「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」をふ

まえて小学校での学びにつなげていくことの大切さ

を再認識した。 

 １年生だけでなく、他の学年と保育園との交流計画を

見直して提案した。 

 

 



 

 

（２）キャリア体験（保育体験）の取組 

事例④ 体験の視点を明確にした保育体験参加 

内容  保育園から事前資料をもらい、園児をみる視

点、保育について考える視点をもって体験し

た。 

 園長、副園長と年長児の実態、入学後の１年

生の様子について情報交換。 

＜中堅教諭の声＞ 

 園長、副園長や保育士との協議を通して、保育園では、

子どもたちからでた意見を大切にしていることや子ど

ものやる気、意欲を大切にし、遊びの中から学び、遊

び切る子どもの育成を目指していることを学んだ。 

 

（３）キャリア体験（特別支援学校）の取組 

事例⑤ 総合的な学習への活用 

内容  鳥取聾学校を訪問し、授業見学や施設見学、教務主任との情報交換を実施。 

 聾学校の施設の様子や教務主任から聞き取った情報を、学校での総合的な学

習に活用。 

＜中堅教諭の声＞ 

 廊下のカーブミラー等のバリアフリーの工夫等を撮影し、総合的な学習での資料とす

ることができた。 

 中堅教諭が聾学校での体験を行って手話を学んだことを学級の児童に伝え、交流学習

で手話を学ぶ児童の意欲を高めることができた。 

 

（４）地域貢献体験の取組 

事例⑤ 中堅教諭が学校の窓口となって地域と連携 

内容  敬老会の実行委員会に参加。事前打合せ、当日運営を行った。 

 通常、教頭が行う学校の窓口を中堅教諭が担当し、高齢者への手紙の手配や

１年生の児童発表（ダンス）の打合せ等を行った。 

＜中堅教諭の声＞ 

 思っていた以上に多くの地域の方が関わっておられることに驚いた。学校としてどん

なことができるのか考え、分からないことは地域の人に質問し、意見を聞き取りなが

ら企画運営することができた。 

 

（５）企画選択研修「指導助言体験」の取組 

事例⑥ 職員室での日常的な会話を通して助言 

内容  ２年目教諭や養護教諭の授業づくりに協力、指導助言 

 職員室での日常会話を重視し、若手教員と日頃からコミュニケーションをと

り、一緒に授業づくりを行った。 

＜中堅教諭の声＞ 

 研修会の資料を渡したり、研修で学んだことを伝えたりし、職員室での何気ない日常

会話を大切にしてアドバイスすることを心がけた。 

 めあての立て方や、子どもへの接し方などを具体的にアドバイスした。 

 日常の良かったことや気をつけること等の情報をやりとりする中で、自分自身も新た

な気づきがあり、成長につながった。 


