
　OJT（On the Job Training：職場内訓練・教育・研修）は、「主に職場
において日常の仕事を通して、又は仕事に関連させながら意図的計画的
に行う訓練・研修」のことを意味します。人材育成を進めるためには、
OJTと校外研修（Off-JT)、自己啓発(SD)を連携させることが大切です。
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鍵は

OJT!

OJTとは？

学校の取組が見える！ OJTのポイントが分かる！
事例紹介

中学校でメンターチームの活動を無理なく進めるために
校内人材育成のキーパーソンは誰でしょうか
組織的なOJTで学校を活性化しよう
　～「メンターチーム」と「授業向上WEEK」で進めるOJT～
「授業づくり ここに技あり！」生かそう得意技
　～ICT活用・授業研究を通したOJT～
メンティ・メンター・ミドル・ベテランがつながる、高まる
～メンターチームの笑顔で実力もやる気もアップ～
学力向上プロジェクトでミドルリーダーを育成
　～ミドルリーダー育成の鍵は組織の在り方～
「チーム学校」を生かしたOJTの推進
　～振り返りと共有、「外の風」の効果で指導の充実を目指す～
ベテランとペアでミドルリーダーが育つ～ミドルリーダーだって学びたい～
ビジョンチームで「同僚性」を生かしたOJT
　～メンティ・メンター・ミドル・ベテランが共に成長する～
市立高等学校の次代を担う教職員と管理職の育成を目指して
　～「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」の推進～

OJTを進めるために
中学校でメンターチームの活動を無理なく進めていくために
「研修」を人材育成に生かす
OJTの活動を進めるためのポイント
授業研究を通したOJT
メンターチームの活動をより効果的に行うために
ミドルリーダー育成のための組織とは
人との関わり・内省によって教職員は成長する
キャリアデザインを活用した人材育成のポイント
組織的な人材育成　次期スクールリーダーを育てる
学校教育目標の具現化に向けて～OJTは学校づくり～
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人を育てることは自分自身の成長につながります
　「人材育成指標」を活用するなどして、自己のキャリアステージを考え、成長の目標を設定し
た上で、キャリアアップを図りましょう。

人材育成を進める鍵とは？　学校のOJTをサポートします！

授業研究を活性化させたいときは メンターチームを中心に進めたいときは

活動や環境づくりのヒントが知りたいときは 人材育成指標に沿って進めたいときは

発 行
作 成

OJT推進ガイド

平成28年３月発行



メンターチームは、ミドルリーダーを育てるためにある？！

OJT を進めるために OJT を進めるために 
実践的指導力や学び続ける意欲を
もった教職員は、学校で育ちます

　教職員が成長するためには、適切な目標を設定することが必要です。教職員自
らが初任者のときから「キャリアステージにおける人材育成指標（以下、人材育
成指標）」（ガイド編6P）を活用するなどして、計画的にキャリアアップを図るこ
とができるようにします。管理職や主幹教諭、ミドルリーダーも、次の代まで考
えて、計画的に育成します。そこで大切なことは、自ら「成長したい」という意欲
やモチベーションを向上させることです。人材育成指標を活用すれば、育てる側
である管理職の「育成ビジョン」と教職員自身の「成長ビジョン」を、具体的な姿
として共有することができます。その上で管理職は、教職員が目標の達成に向か
う過程で生まれた課題に対して、状況に合わせた支援やアドバイスを行います。

　管理職は、先輩にあたる教職員にOJTを進める「役割」への期待をきちんと伝えるとともに、経験の浅い教職員に積
極的に関わることのできる場や環境、学校の風土をつくることが大切です。朝出勤した際に、先輩から声をかけるだけ
でも、効果があります。そのような日常の会話の中から、経験の浅い教職員が抱える悩みや課題が見えてきます。また、
先輩教員の授業や熱心に業務に関わる姿を見せる場を設定することも有効なOJTです。あらゆる機会を捉えて、OJT
を進めましょう。

　メンターチームは、経験の浅い教職員にとって、課題解決や実践へのヒントを得て、授業力や児童・生徒指導力など
が向上する活動です。同じような経験年数の教職員や先輩に相談することによって、不安や悩みも解消することが期待
できます。先輩の失敗した経験の話からは、多くのことを学び、勇気付けられたり元気付けられたりします。一方、先輩
にとっては、豊富な教職員としてのノウハウを伝える機会であるだけでなく、自己のキャリアを振り返り、次のステッ
プを考える機会にもなります。さらに、メンターチームの活動を任されたり、コーディネートしたりすることを通して、
学校運営に対する視野が広がり、人材育成に関わるマネジメント力が向上します。また、次期ミドルリーダーとして活
躍することを意図して、運営を任せることも大切です。

　経験の浅い教職員が様々な先輩教職員と関わることによって、「生徒指導ならA先生」「学級経営ならB先生」と業務
に応じたロールモデルを見付ける場にもなります。自分にとって身近なロールモデルとしての先輩がいることは、自己
の成長のイメージを具体的にもつことにほかなりません。同僚性の高い職場の風土からは、経験豊富な教職員を含めた
学校全体の人材育成について良い循環が生まれます。

「教員のキャリアステージにおける人材育成指標」を活用目標を共有

経験から学ぶ

メンターチームとは

相互の人材育成を

管理職
キャリア形成を指導する
 （人材育成）

人材育成指標の活用方法

教職員
自分の状況を把握する
目標を設定する

教
職
員
の
資
質
能
力
の
向
上

　日常的な業務だけでなく、「背伸びの経験」とな
るような仕事や役割を任せたり、教育委員会が実
施している研修や研究会などの機会を積極的に活
用したりして、成長につなげます。

　人材育成の意義を全職員が理解した上で、OJT
を進めます。経験の浅い教職員には、組織として意
図的に多くの先輩と関わる環境をつくることが大
切です。そして、経験豊富な教職員には、経験の浅
い教職員を育てる場を設定します。

• 目標を共有する
• 方針を決める

• 指導する（意義を聞かせ、意欲をもたせる→
　やってみせる→やらせてみる→任せてみる）

• 成果を振り返る（なぜできたか、なぜうまく
　いかなかったかを言葉にさせる）

• 改善する（次の目標を設定する）

「人」から学ぶ

教職員を育てるために　～キャリアアップに向けた環境を整える～ チームで教師力の向上

どんな力を身に付けてほしいか（成長への期待）

モチベーションを
上げるには？

育成ビジョン 成長ビジョン

【背伸びの経験の例】〈人材育成の鍵ガイド編3P〉
○キャリアステージに応じた校内での役割
　分掌主任、学年主任、主幹教諭、専任、メンター
　チームのリーダー、教育実習の指導者等
○人材育成マネジメント研修などの校外研修
○各種研究会

◇いつから行うか
◇どのくらいの期間・時間をかけるか
◇誰がどのように関わるか　
　関わる人とビジョンを共有
◇どの場面・組織を活用することが効果的か
◇どんな背伸びの経験に取り組ませるか

大切なのは「納得」！ 期待や意義を伝え、意図的・計画的にOJTを進めます。

「複数の先輩教職員が複数の初任者や経験の浅い教職員の仕事、
活動、成長を支援することで、相互の人材育成を図るシステム」

ロールモデルをもつ

　学年研究会、教科研究会、メンターチームの活動などを有機的に連動させるなどして、今ある組織を見直し、学校の人
材育成に関わる環境を整備します。学年会や校務分掌等の委員会においても、参加者自らが主体的に取り組んでいると
いう意識をもつことができたり、運営に自分の意見を反映することができたりするような組織にしていく必要がありま
す。話しやすい職場の雰囲気の中でこそ、指導や助言を謙虚に受け止め、実行しようとする意識も高まります。既存の組
織にメンターの機能をもたせ、相互に人材育成を進めていくことが大切です。

メンター機能のある組織をつくる

育成を依頼 環境づくり

状況の把握目標の共有 価値付け
管理職

メンターチーム

傾聴・支援・助言

相談・信頼

・授業力、児童・生徒指導力等のさらなる向上
・マネジメント力の向上
・仕事の意義の明確化（役割の自覚）
・コミュニケーション能力の向上
・キャリア形成を考える振り返りの機会
・人的ネットワークの広がり

・授業力、児童・生徒指導力の向上
・課題解決
・自立の促進
・孤立感の払拭
・ピア関係の形成（仲間意識）
・ロールモデルの獲得　　　他

OJT（業務指導）のPDCAサイクル
Plan

Plan

Do

Check

Action

※参考 横浜市総務局OJT ハンドブック

伝える

理解する 対象者がどんな力を身に付けたいと思っているか

=
複数のメンティ複数のメンティ複数のメンター複数のメンター
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「メンターチーム」あとは活動することで育つ！中学校でメンターチームの活動を

無理なく進めるために
中学校でメンターチームの活動を

無理なく進めるために

　「部活動指導や生徒指導で忙しくて、なかなかうまくメンターチームの活動が定着しない･･･」
と悩んでいる中学校は多いのではないでしょうか。最終的には、研修の質の向上を目指すのは
もちろんですが、まずは、活動を定着させることから始めましょう。
　ここでは、橘中学校の実践から、メンターチームの活動を無理なく進めていくポイントを紹
介します。

　橘中学校のメンターチームは、初任者から7年経験者までの経験の浅い13名の教職員で構成されています。メン
ターチームのリーダーは、橘中学校が2校目となる、教職7年目の教諭です。　
　橘中学校には、他の中学校と同様に、早くからメンターチームが存在しました。しかし、以前は参加者が少なく、メン
ターチームでの研修が形骸化してしまう傾向にありました。
　校長は、参加する教職員のメンターチームの研修についての意欲や優先順位が低くなり、活動が形骸化してしまった
原因を、「リーダーが明確でない」「行事予定表上に活動日が明示されていない」からだと考えました。そこで、

の2点を実行しました。

　メンターチームなど特に経験の浅い教職員の人材育成
を意図した組織において、活動を効果的に行うためのポ
イントは右の三つです。〈詳細は人材育成の鍵ヒント編〉

横浜市立橘中学校事例紹介

「メンターチーム」まずはココから！

「メンターチーム」次の一手！2

1

中学校でメンターチームの活動を
無理なく進めていくために
中学校でメンターチームの活動を
無理なく進めていくために

❶経験の浅い教職員が本音で話している。
❷先輩の経験談が語られている。
❸参加者が自律的に企画・運営している。

講師を招いての研修の様子

組織・分掌の一つとして
明確に全体に周知

　メンターチームの活動を活性化させるために
は、次のようなことが大切です。

 ● 活動時間を勤務時間内に設定
 ● 組織・分掌への位置付け
 ● 行事予定表に明示
 ● リーダーを明確化　
 ● 活動内容を全員に周知

学校の特徴に沿った参加ルールの設定

　児童・生徒指導を進めたい学校、地域とのつながりが
強い学校、研究の盛んな学校など、学校の特徴は様々で
す。それに合わせて参加しやすいメンターチームのルー
ルを作ることにより、その学校にとって「無理のない」活
動をすることが可能となります。

課題や悩みが解決するような研修内容・テーマに
　中学校・高等学校、特別支援学校の中等部・高等部等は教科担任制です。初めて、授業研究を研修のテーマに設定する際
は、「学習意欲を高める工夫」「授業の導入はどうすれば･･･」「効果的な終末は･･･」「板書の工夫は･･･」など、教科の専門性
に左右されないテーマになるように工夫すると、教科の壁を越えて、参加しやすくなります。「道徳」「総合的な学習の時間」
も全員が関わるので取り上げやすいテーマです。学校が目指す子どもの姿や育てたい資質・能力をもとに授業研究をすれ
ば、学校目標に向かったよい取組になります。共通のテーマを設定することがOJTを進める鍵です。
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❶メンターチームのリーダーを年度当初に校長が指名
❷メンターチームの活動を「月間行事予定表」に他の諸会議と同様に明示

5 月○日

6月○日

6月○日

9月○日

10 月○日

11 月○日

12 月○日

2月○日

教育課程の理解

授業力の向上

生徒理解①

危機管理①

学校行事

生徒理解②　外部講師

危機管理②　外部講師
部活動、全体の振り返り

＜橘中学校のメンター研修＞

　生徒と接する時間を一番に考えています。学級担任として、部活

動の顧問として、生徒に即時に指導をしなければならないことも起き

るので、先生方がメンターチームの研修に参加しづらい雰囲気があり

ました。そこで、「研修中の会場の出入りは自由」というルールを作って、

メンターチームの研修への心理的な壁を取り除きました。

校長先生

メンターチームのリーダーの声 メンターチーム

　メンターチームの活動を着実に行うことで、初任者など

経験の浅い教職員に成長をしてもらいたいと考えています。

　また、経験の浅い教職員は孤独感や疲弊感を感じやすいので、

活動を通して「つながる」ことにより、それらを克服し、

明るく前向きに仕事ができるようになることもねらっています。

育成 育成

　メンターチームでの研修を企画・運

営することによって、リーダーには第２

ステージで必要とされる力を身に付け

てほしいと期待しています。

特に中学校でメンターチームの活動を進める際のポイントとしては、次のことが考えられます。

　橘中学校では、リーダーが、メンバーが何を課題としているか、必要としている
かを考えてテーマを設定しています。さらに、研修テーマを設定する上で、気を付
けている点があります。それは、中学校は教科担任制であるということをしっかり
と考慮に入れるということです。一般的には教科が違えば、授業研究会等において、
「自分は専門ではないから」と発言を遠慮してしまったり、他人事と考えて無関心
になってしまったりすることがあるように思われます。
　そこで、橘中学校では、「授業力の向上」に関わることをテーマに設定する際には、
いわゆる「教科の壁」を越えるための工夫をしています。例えば「生徒の意欲を高め
るための授業の雰囲気づくり」など、教科に関係なく、参加者が同じ立場で参加で
きるようなテーマを設定しています。
　生徒理解、危機管理、部活動をメンターチームでの研修テーマに設定しているの
も同じ理由によるものです。
　生徒理解、危機管理をテーマにした研修の2回目は、外部講師を招いて実施して
います。同じ職場の先輩も参加しやすくして、一緒に生徒理解や危機管理を考える
機会としています。
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人材育成の縦糸と横糸

●ブロック児童生徒理解研修の企画・運営
●ブロック代表授業研究会の企画・運営
●横浜型初任者育成研修の校内授業研究会
　の企画・運営

4年目～10年目

11年目～13年目

リーダーシップ開発研修

人材育成マネジメント研修

等

等

●校内での人材育成にかかわる研修（メン
　ターチーム等）の企画・運営
●初任者、初任２年・３年目、リーダーシッ
プ開発研修受講者の校内授業研究会やメ
ンターチーム等の研修会等で、ファシリ
テーターとして会を運営

校内人材育成のキーパーソンは
誰でしょうか

校内人材育成のキーパーソンは
誰でしょうか

　東台小学校では、教員のキャリアステージにおける人材育成指標をもとに「メンター（第1ステー
ジ）」「ミドル（第2ステージ）」「エキスパート（第3ステージ）」としてチームを編制し、テーマを決めて
キャリアアップを図っています。メンターは「アクティブラーニングを視野に入れた授業づくり」ミド
ルは「配慮を要する児童をいかす、学級経営・学年経営とその発信」そして、エキスパートは『チームお
せっかい』として「自分の得意なこと、今までの経験を伝えながらチーム力の向上を図る」ことをテーマ
として掲げています。教職員全体の人材育成テーマ「一人ひとりが輝こう『チーム東台』」に向かっての
取組を紹介します。

　メンターチームは初任1年目から6年目の教職員と臨時的任用職員で構成され
ています。活動は、月2回程、焦点を絞って短い時間で実施しています。6年目の教
職員がメンターチームのリーダーです。普段悩んでいることや、子どもに関するこ
とを話し合う機会を設けています。また1、2年目教職員には年2回の授業研を行
うようにしています。指導案は、チーム全体で検討しています。
　「ミドル」や「エキスパート」の教職員は、メンターチームの活動に対して関心を
もっています。メンターから求められた際には指導・助言という立場で積極的に関
わっています。

　キャリアステージに応じた研修は、校内でOJTが進むような仕組みになっています。それぞれの研修がほかの研修と関わり
合い連動することで、教職員のキャリアアップを図ることができるようにしています。どのステージの研修でも位置付けてい
る授業研究会、リーダーシップ開発研修の小中一貫教育推進ブロックで行われている研修を含めて、校内研修を積極的に進め
ていく環境づくりをすることが人材育成につながります。

横浜市立東台小学校事例紹介

「メンターチーム」

校内人材育成のキーパーソンは「人材育成マネジメント研修」受講者2

1

「研修」を人材育成に生かす「研修」を人材育成に生かす

人材育成
マネジメント研修

リーダーシップ開発研修

校内授業研究会

初任者

2年目・3年目

メンターチーム等

　メンター、ミドル、エキスパートという各ステージ

の豊富な「人材」をつなぎ、整え、有機的に機能する

しかけをつくるキーパーソンがいることで、

より組織的に高まることが実感できました

校長先生

研修受講をモチベーションの向上に
　リーダーシップ開発研修と人材育成マネジメント研修は、受講す
る経験年数に幅をもたせています。それは、研修の受講を人材育成
に積極的に活用できるようにするためです。校長と対象者が相談を
して、対象となる経験年数内に受講できるようにします。その際、学
年主任や分掌のリーダー、社会人などの経験をふまえ、さらに、異動
の時期、校内事情等を考えて、研修受講がキャリアアップのきっか
けとなるようにします。受講者が、求められている校内人材育成の
役割を意識することが、校内全体の組織力向上につながります。

校外研修をOJTに積極的に活用する
　校外研修を校内研修に生かすリーダーシップ開発研修は、横
浜型初任者育成研修受講者（1～3年目）の校内授業研究会の企
画・運営を実践場面として設定しています。また、人材育成マネ
ジメント研修では、ファシリテーターなど校外研修で学んだこ
とをメンターチーム等の校内の人材育成で活用する場面を設定
しています。研修の内容を全職員が理解し、組織で取り組むこと
でより効果的な研修になります。
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初任者研修 年2回
2年目研修 年2回
3年目研修 年2回
リーダーシップ
開発研修 年1回
人材育成マネジメント
研修 年3回

　「教員のキャリアステージにおける人材育成指標」の第2ステージの教職員に求められる役割は、校内の様々なキャ
リアステージの教職員を「つなぎ」、学校経営に貢献していくことです。
　メンターチーム等をはじめとしたOJTの活性化が図られることは、経験の浅い教職員だけでなく、経験豊富な教職
員を含めた、学校全体の人材育成によい循環が生まれることになります。また初任者として、このような活動を経験
した人がミドルになったときには、メンターチームのリーダーとして、人材育成が促進できる活動を作り上げていま
す。また、「ミドル」「エキスパート」が人材育成の目標に向かって、組織として学校経営に関わっていくことは、よいモ
デルになります。「よいメンターチーム等の活動はよいメンターをつくる」このような組織的な取組によって、人材育
成のよりよい連鎖が生まれます。
　人を育てることは、実は自身の成長につながります。経験の浅い教職員をみんなで育てることは、学校全体が育つ
ことにつながっています。

メンター

ミドル

エキスパート

　今年度、「人材育成マネジメント研修（11～13年目教員対象）」の受講者で
あるA教諭は、人材育成の校内テーマ「一人ひとりが輝こう『チーム東台』」の
実現を目指し、またミドルの教職員として、どのようにメンターチームに関
わっていこうかと模索をしていました。自らも先輩に育てられてきた経験を
振り返り、育てる立場としての役割を意識しはじめていた時期でした。しか
し、経験豊かな「エキスパート」の先輩が多くいる校内で、ミドルとしてどの
ように立ち振る舞えばよいのか迷うこともありました。校長も経験の浅い教
職員の割合が増えていく現状の中、校内人材育成は学校経営の核であると考
えていました。そして、OJTを活性化させていくために、このA教諭を校内
人材育成のキーパーソンとして位置付けることに決めました。
　具体的には今年度の校内OJTのリーダー（人材育成推進者）としてA教
諭の役割を明確にし、メンターチームをはじめとした様々な人材育成のデ
ザインを任せることにしました。

　A教諭自身もこの役割についての使命を自ら受け止め、「メンター」「ミ
ドル」「エキスパート」という組織をつなぐ役割を考えました。また、今ま
で培ってきたスキルを校内人材育成の取組の中で発揮することで、自身の
成長を実感することができました。

第1ステージ

第2ステージ

第3ステージ

鍵

主幹教諭



「授業向上WEEK」で進めるOJT
組織的なOJTで学校を活性化しよう組織的なOJTで学校を活性化しよう

～「メンターチーム」と「授業向上WEEK」で進めるOJT～～「メンターチーム」と「授業向上WEEK」で進めるOJT～

　「人材育成を組織的に行いたい」と考える学校は多いと思います。大綱中学校では、管理職
とミドルリーダー、学習指導部が恊働してOJTを行っています。
　管理職の思いを受け、多くの教職員が積極的に関わっている大綱中学校の取組を紹介しま
す。

　大綱中学校のメンターチームは組織的に運営されています。メンバーは5年経験未満の10名程度の教職員です。副
校長がメンターチームコーディネーターとして校務分掌に位置付けられ、その助言のもとに、人材育成マネジメント研
修を受講している10年経験者がチームリーダーとして実質的な運営を行っているのが特徴です。

　管理職は、何を目的として、どのような効果を期待しているかなどを教職員と話し合い、
ビジョンやOJTを進めていく上での方針などを共有することが大切です。

横浜市立大綱中学校事例紹介

組織的に行われているメンターチームの活動

2

1

OJTの活動を進めるためのポイントOJTの活動を進めるためのポイント

❶参観授業を行う教員は1週間の中で2こま分の学習指導案（略案）を作成し、学習指導部に提出する
❷学習指導部は教科ごとに学習指導案（略案）を整理し、職員室に一覧表を掲示する
❸全職員は一覧表を参考に2回は授業参観を行う（このうち1回は教科内で同じ授業を見合う）
❹参観者はコメント用紙に気付いたことを書き、学習指導部に提出する
❺授業者は学習指導部から返却されたコメント用紙を参考にして、授業改善に生かす

校長

ビジョンを共有する

　大綱中学校では、管理職がメンターチームのリーダーに自分の強みを生かした研修を行うよう助言しています。リー
ダーはこれまでの経験を振り返り、経験の浅い教職員に何を伝えるべきかを考えました。その結果、自身が受講した生徒
指導専任の夏期研修の内容をアレンジして、危機管理演習を企画しました。この研修には、リーダーが初任者の頃に悩ん
だことをもとにし、「積極的に状況を判断し、具体的な動きを決断できる力」を共に身に付けていきたいという思いがこめ
られています。このように、担当者の個性が生きるとOJTがよりよいものになります。

自主的・自律的に活動に取り組む
　メンターチーム等の活動では、参加者がテーマを決めるなど、参加者の意向が反映されるような仕組みをつくる必要
があります。学年会や校務分掌など既存の組織においても、大綱中学校の学習指導部のように、主体的に取り組み、自分
の意見やアイデアを実現できるようにすることが大切です。

副校長=コーディネーター

5年経験未満=メンバー（10名）

（人材育成マネジメント研修受講者）
○年間計画…職員会議に提案
○先輩教職員（学年主任、養護教諭、管理
　職）の恊働参加研修会の運営
○生徒指導専任研修の資料を活用

　メンターチーム研修会の年間計画はチーム
リーダーが立て、それを職員会議に提案して
いるので、学校全体でメンターチームがどの
ような活動をするのかを共有しています。メ
ンターチーム研修会が終わった後は、校長、副校長、チームリーダーを交えた反省会を毎回行っています。この場での
反省を生かし、チームリーダーは次回の研修会の内容をブラッシュアップしています。
　校長には、「ベテランも含めてできるだけ多くの教職員にメンターチーム研修に関
わってほしい」という願いがあります。それを受け、チームリーダーは、研修会の企画
を考えます。例えば、11月に行われた「いじめ」を想定した危機管理演習では、学年
主任に参加を依頼しました。追加情報の聞き取りや保護者対応など難しい判断が求
められる内容なので、助言者が必要だと考えたからです。定期テスト期間中の忙しい
時期でしたが、職員会議でメンターチーム研修会の趣旨や計画が周知されているの
で、学年主任も全員参加しました。

　大綱中学校では、授業力向上の一環として、教職員がお互いの授業を見合う授業参観週間を設定しました。これ
は昨年度、試行的に行った2日間の相互授業参観を、学習指導部が中心となって、大幅に改善したものです。「授業
向上WEEK」と名付けられたこの取組では次のことを行います。

　学習指導部がこのような取組を行った背景には、学校評価の
結果が関係しています。大綱中学校では、学校評価を分析して、
各組織の取組の改善を行っています。今回の評価では、「学力向
上」に関する項目が相対的にやや低い数値がみられたので、学習
指導部はそれを受け、「授業向上WEEK」を企画しました。昨年
度の2日間から1週間に期間を延長するというアイデアは学習
指導部が自発的に考えたものです。
　こうした取組には管理職の助言も欠かせません。管理職は、授
業見学のコメントは、ただ漠然と授業を見て書くのではなく、授
業を見学する際の視点があった方がよいと考え、「生徒との接し
方」「生徒への話し方」「板書やノート指導」などのいくつかのポ
イントを学習指導部に提示しました。このことによって全職員
が同じ視点でお互いの授業を参観することができました。

個人の強みを生かす

職員室に貼ってある学習指導略案一覧表

11年目教職員=チームリーダー

反省会
メンターチーム

　初任の頃に受けた指導や受講した研修を

ヒントに研修を企画しています。職場には、

経験の浅い先生が一生懸命やろうとすること

を「バックアップしてくれる雰囲気」とベテ

ランの先生の「理解と協力」があるので、メ

ンターチームの研修を進めやすいです。
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「まずは見合う」～メンターチームから広げる授業研究「授業づくり　ここに技あり！」
生かそう得意技

「授業づくり　ここに技あり！」
生かそう得意技

　一口にOJTと言っても、何を重点にして進めるかは学校に任されています。洋光台第二中学校
では管理職が、それぞれの「得意技」を生かしてOJTの推進においてリーダーシップを発揮して
います。校長は、授業でのICT機器活用やネットワークインフラ整備についての豊富な見識と最
新技術を有し、教員、学校司書、学校事務職員、学校用務員の専門性を生かし、チームで協働しな
がら、「手作りの校内インフラ整備」を進めています。副校長には、教育課程の編成、授業研究の体
制作りについて長年の蓄積があります。管理職の「強み」を生かしたOJTを紹介します。

＜経験の浅い教職員が、得意技を生かして力を付ける！＞
　洋光台第二中学校では、ICTスキルの高い教職員を中心に、県
内外の先進校の取組に学びながら、ICT機器を活用した学習環
境の整備を進めています。すでにICT機器を授業に活用してい
る教職員が講師となって、活用事例や操作方法に関する研修会
を開催しています。仲間同士が互いに啓発し合うことはOJT推
進の「鍵」となります。
　教職員がICT機器を活用することができるスキルの向上と、
生徒がICTを活用することができるようなインフラの整備、情
報モラルとスキルの指導が今後の課題です。

　洋光台第二中学校では、授業研究をメンターチームを中心とした教職員同士で「授業を見合う」ことから始めて
います。特にメンターチームは、教職員としての資質・能力を向上させる第一歩として大切にしています。そのコ
ンセプトは次の３点です。

＜ICTで授業改善 研修したら実践する～先生も生徒も使う！＞
　大型テレビを活用し、学習内容や生徒のワークシート等の成
果物を拡大して視覚的に共有できるようにしています。国語科
や社会科、美術科ではプロジェクターも活用し、教材・資料を拡
大し、生徒の興味や関心を引き出す提示を工夫しています。大型
テレビやプロジェクターは、黒板（板書）との併用によってさら
に指導の効果が高まります。しかし、視覚的な資料提示に当たっ
ては、様々な配慮が必要となります。そこで、大型テレビは黒板
の左側にアームで固定し、黒板やスクリーンとの併用をしやす
いようにしています。
　また、よりパーソナルな情報デバイスとしてのタブレットの
活用を試行しています。英語科では、Jazz ChantsのBGMな
どをタブレットに入れ、再生スピードを変えたり、どこからでも
何回でもリピートできたりする機能を活用しながら、生徒一人
ひとりのスキルに応じた４技能の向上をサポートしています。
保健体育科では、創作ダンスの生徒の表現をタブレットで撮影
し、その場で再生することで、動きを確認しながら、より豊かな
表現を工夫するよう指導しています。

横浜市立洋光台第二中学校事例紹介

ICT活用の実践と研修は、経験の浅い教職員が推進する

2

1
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～ ICT活用・授業研究を通したOJT～～ ICT活用・授業研究を通したOJT～

校内タブレット職員研修

生徒がタブレットを活用〈数学科の授業〉

〈保健体育科の授業〉

❶日頃の授業を見合う
　「無理のない範囲で、５分からでもOK」を合い言葉に
❷生徒の視点で授業を見合う
　生徒の反応、表情、発言、思考等の学習活動の様子をしっかり見る
❸授業の感想を伝え合う～フィードバック～
　・感想用紙に記入して授業者に渡す
　・口頭で授業者に授業の感想を伝える

授業研究を通したOJT授業研究を通したOJT
授業づくりの 「視点や視野」 が広がる！　教職員に一体感が生まれる！

　学校としての「授業力」「チーム力」を高める上で、最も効果的なものの一つが授業研究会です。子どもたちの学校生活の
ほとんどは「授業」です。これまでは、中学校・高等学校においては、教科の違う教職員同士の授業研究に対して、消極的な
こともあったようです。しかし、授業研究のねらいや視点をはっきりさせ、様々な意見が出せる環境をつくることによって、
教科を越えた授業研究が可能となります。洋光台第二中学校では共通のテーマや視点をもって、まず「授業を見合う」こと
により、校内研究の有効性を教職員が実感することから取組が始められています。全教職員が関わる授業研究によって、教
職員に一体感が生まれ、授業づくりの「視点や視野」が広がります。

目的・研究主題を意識化する
　授業研究の目的や研究主題は、組織として授業力を上げる拠り所となります。事前の指導案検討や事後の研究協議でも
これらを常に意識することが大切です。

教育委員会の「キャリアステージに応じた研修」の「校内授業研究」を活用

　初任者研修、２・3年目研修、リーダーシップ開発研修、人材育成マネジメント
研修においては、校内で授業研究を複数回行うことが定められています。また、
この校内授業研究には、講師として主幹教諭や教科主任などが関わることにも
なっています。これらを活用することで教職員が参加しやすい環境をつくり、授
業改善の視点を示すことで、教科を越えた授業研究のきっかけとします。

協議は全員参加型に～ワークショップも有効
　研究協議は気付きや感想、意見を交流することで、授業者だけでなく参加者も自
分の授業を振り返る機会となります。特に初期の段階では、研究協議をワークショッ
プ形式にする等、全員が参加できる工夫をすることが活性化を図る上で有効です。
＜参考　授業力向上の鍵　横浜市教育センター　時事通信社＞

　「授業の見合い」の成果は、「授業づくり：ここに技あり！」として、授業の様子を伝える写真とともに、「本時
からの学び」「教科担任の語る指導のポイント」「生徒の様子」等を簡潔にまとめた形式で共有されています。
＜管理職・主幹教諭のサポート＞
　管理職は、授業研究の推進や指導技術の向上のために、データ分析シートに基づいて、綿密な授業観察を行い、
教職員に、的確なアドバイスを行っています。主幹教諭からも丁寧なアドバイスがあります。切磋琢磨する教職
員集団が形成されつつあります。



メンティ・メンター・ミドル・ベテランが
つながる、高まる

メンティ・メンター・ミドル・ベテランが
つながる、高まる

　私たちが大切にしているのは、児童生徒理解を中心とした教師力の向上です。

全教職員で全児童のことを理解しようと努めています。

　本校のよさは一人ひとりの児童に多くの教職員が関わっていることです。

そのよさを続けるために、情報を共有する時間を大切にしています。

　教職員同士、悩みを共有できる関係であることを大切にしています。

　学校は子どもにとっての居場所であるとともに、教職員にとっての居場所でもあります。

子どもと教職員、また教職員同士で良好な関係を築くことがよりよい教育実践につながります。

　成熟した組織には笑顔が生まれます。

　メンターチームの活動を経験の浅い教員だけで、独自に行ってはいないでしょうか。校内
で取り組んでいるメンターチームの活動にミドルやベテランが効果的に関わることで、より
ＯＪＴの質を高めたり、人材育成の取組を学校全体に広げたりすることができます。ここで
は、メンティ・メンター・ミドル・ベテランの教職員が効果的につながり、質の高いＯＪＴに
取り組んでいる小雀小学校の実践を紹介します。

　小雀小学校のメンターチームは、初任から６年目の教員で構成さ
れています。年度初めの顔合わせの際に、メンターチームのリーダー
がメンティの希望等を聞きながら年間計画を作成します。内容はメ
ンティのニーズに応えたものが多く、実践的なものです。メンター
研修への参加はメンターチームのメンバーに限ったものだけではな
いのが特徴の一つ。養護教諭、事務職員、ベテランなど教職員の誰
でも参加できる開かれた研修となっています。
　そのため、研修内容については事前に職員会議等で広く周知され
ています。特にメンターチームが企画し、全教職員に参加してほし
い場合は「拡大メンター研修」として位置付け、実施することもあ
ります。

　10月に行われた校内研修では、メンターチームのメンバーが図工の指導力向上の研修を企画しました。
　適任の講師を招きたいと校長に相談し、大学教授を招へいすることになりました。しかし、この研修には他の教職員
が参加したいという声もあったので、「拡大メンター研修」として実施しました。
　研修は大学教授に「お任せ」の研修ではなく、メンティの希望を取り入れ、読書感想画の指導方法や、学習の評定に関
する内容を含めて行いました。実技を伴う研修にすることでより実践的で教育活動に生かしやすい内容となりました。
　研修では次のことが大切にされています。

　あるベテラン教諭は、小雀小学校の教師力向上のポイントについて、教職員の関係の良好さを挙げています。小雀小
学校は中規模の学校ですが、学校のスタンダードやスタートカリキュラムを全教職員が関わって作成しています。そ
のことで学校のビジョンや方針を共有し、経験の有無にかかわらず、全教職員が共通した指導を行うことができ、子ど
もたちが安心して学習に取り組める環境へとつながっています。
　また、メンターチームでは経験の浅いメンティが悩みを率直に相談できます。メンターチームを校内で独立して行
うのではなく、ミドルやベテランが意図的に関わり、組織で支えていく方針が示されているからです。
　初任者を孤立させないチームとしての学校が、教師力向上の基盤を支えています。

横浜市立小雀小学校事例紹介

組織力を生かしたメンターチーム

効果的で質の高いメンターチームにするための工夫

メンターチームの活動をより効果的に行うためにメンターチームの活動をより効果的に行うために

　❶子どもの姿を語りながら考える
　❷これまで取り組んできたよい実践やアイデアを共有する
　❸様々な失敗談も語られる

～メンターチームの笑顔で実力もやる気もアップ～～メンターチームの笑顔で実力もやる気もアップ～
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教職員の温かな関係性が、強く・しなやかな組織をつくる

5 月○日

6月○日

6月○日

7月○日

7月○日

9月○日

10 月○日

10月○日

メンター顔合わせ

評価の仕方、あゆみの書き方
理科実技研修

授業研究会①

授業研究会②

悩み相談会とあゆみの書き方
授業研究会③

図画工作研修【拡大メンター】

＜小雀小学校のメンター研修＞

実技研修を取り入れた拡大メンター研修の様子

授業研究会におけるミドルからの助言

児童支援専任の声

校長先生

孤立しないメンターチームであること
　メンターチームを効果的に行うためにはメンバーが主体的に企画・運営することが重要です。その上で、研修をさらに質
の高いものにするためには、ミドルやベテラン教職員が効果的に関わることが必要です。例えば、年度初めの計画を立てる
時期にアドバイザーとして関わったり、研修に共に参加したりすることで、経験の浅い教職員だけでは気付かない視点を与
え、質の高い研修へと発展していくことができます。

実践的で計画的な内容であること
　実技研修や授業研究といった実践的な内容は、すぐに教育活動に生かせるので、メンターチームで扱う内容として効果的
です。その際、これまでの取組を振り返ることができるような仕掛けをつくることが大切です。例えば、模造紙や付箋を使っ
てこれまでの取組の成果や課題を構造的に視覚化します。そうすることで、どのような実践が効果的なのかをメンバーで共
有したり、次の研修へつないだりすることができます。

メンティが相談できる良好な関係であること
　経験の浅いメンティが困っていることを本音で、率直に相談できる関係性を
築くことが重要です。失敗を許容しない関係ではなく、失敗から学ぶ関係性をつ
くっていくことが大切です。先輩が自分の失敗体験を積極的に話すことも有効
です。温かい職場の風土が、強くしなやかな組織をつくりだします。
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学校のプロジェクトのために学ぶ機会を ～外で学び、効果は内に～

　学力向上プロジェクトは、校長が学校を変えるミドルリーダー
として期待を寄せ、意図的に任命した学年主任と教務主任、副校
長の８名で構成されています。リーダーは、「人材育成マネジメン
ト研修」受講者の教職経験１１年目の教諭が務めています。
　月１回の会議は、学力における課題解決のために取り組んでき
たことを振り返ると共に、改善策を考える機会となっています。
　メンバーは、子どもたちの学力向上という目標に使命感をもち、
学年の学習の現状分析を伝え合い、その中から学校全体の課題を
導き出し、解決策を思索しています。また、その解決策の実行のた
めに、「経験の浅い教職員のＯＪＴをどうするか」「ベテランとの
連携をどうしたらよいか」「学年で情報を共有し行動をそろえる
難しさ」「学校組織全体で取り組む大切さ」などを本音で語り合い
ます。学力向上プロジェクトはミドルリーダーの組織全体を視野
に入れた「マネジメント力」「人材育成力」「連携力」等が育まれる
機会にもなっています。

ミドルリーダーが育つ組織をつくる2

学力向上プロジェクトで
ミドルリーダーを育成
学力向上プロジェクトで
ミドルリーダーを育成

　経験の浅い教職員の人材育成が喫緊の課題となっている今日、ミドルリーダーの育成も急務に
なっています。ミドルリーダーは「組織の要」とも言われます。ミドルリーダーの活躍が、学校を
変えていきます。
　それでは、どのようにミドルリーダーの育成をすればよいのでしょうか。校長の人材育成につ
いての明確なビジョン、組織の在り方、手だてが、ミドルリーダーの育成へとつながった白根小学
校の取組を紹介します。

　白根小学校の校長室に入ると、まず目にするのが壁一面に貼られた模造紙です。これ
には、「中期学校経営方針」「学力学習状況調査」について分析し、そこから見えた学校の
課題の付箋が貼られています。ミドルリーダー育成に向けて、プロジェクトを立ち上げ
る前に、一人ひとりが課題解決の重要性と責任を意識できるように全教職員で行ったも
のです。具体的には、全教職員でワークショップを行い、それを校長室に掲示することで
常に課題を認識できるようにするという手だてです。このワークショップを行うことに
よって「学校の課題」を教職員が明確に共有しました。
　校長は、学校の重要課題である「子どもたちの学力向上」への取組を学年主任が中心となって担うことで、人材育成になり、学
校を変えることにつながると考えました。そこで、学年主任を軸とした学力向上に向けたプロジェクトチームを立ち上げました。

　管理職は、ミドルリーダー育成のために、意図的な支援を行っています。メ
ンバーに任せるというスタンスは一貫していますが、「できることから一つ
ずつやっていこう」「こうするともっとよくなる」と適切に助言し、マネジメ
ントとファシリテーションをしています。このプロジェクトを通してメン
バーは、校長の目指す「学校を変えようとするミドルリーダーのマインドと
資質・能力」を身に付け、学校全体の運営を行う「人材育成指標の第３ステー
ジ」へと向かって着実に成長していきます。

横浜市立白根小学校事例紹介

ミドルリーダーへの第一歩はプロジェクトの重要性の意識から　1
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ミドルリーダーが育つ組織と資質・能力

～ミドルリーダー育成の鍵は組織の在り方～～ミドルリーダー育成の鍵は組織の在り方～

ミドルリーダー育成のための組織とは　ミドルリーダー育成のための組織とは　

□ 組織の目的が全教職員で共有されている。

□ 組織の目的に、切実感がある。

□ 課題を解決することに、ミドルリーダーが使命を感じている。

□ 管理職が組織への期待を伝えている。

□ 学校の現状と課題を分析している。

□ 課題解決に向けて、メンバー全員が参画している。

□ 解決策が、組織全体に波及する体制になっている。

□ 解決策を実行する上で生じた問題を本音で語ることができている。

・学校組織における活動の価値を伝え、モチベーションを上げる
・教職員全体のワークショップで、課題の切実感を共有する　
・管理職が人材育成の方向性にそった適切な指導・助言をする
・ミドルリーダーに向けた「背伸びの経験」になるような役割を課す
・活動の目的や内容を全教職員で情報共有し、取り組む環境づくりをする

「学校分析力」
「課題解決力」
「マネジメント力」
「人材育成力」
「連携力」

明確なミッション

参加者：ミドルリーダー

OJTの推進

経験の浅い教職員

ベテラン

管理職の「ファシ
リテーション」
「マネジメント」

　意図的・計画的な校長の手だてが、ミドルリーダー育成の鍵となっています。
校長は、学力向上プロジェクトのリーダーに、さらなる成長の機会を作ってい
ます。その一つが、西部学校教育事務所の「学状ゼミ」への参加です。学力学
習状況調査の分析の仕方を学ぶだけでなく、自校の取組を「西部シンポジュウム」
で発信することも行います。さらに他県の学力向上の取組や先進的な学校の取
組を視察し、自校で取り入れられることを報告する機会を設けています。
　こうした機会は、自校の課題解決力を高めます。それだけでなく、他校の進んだ取組を学ぶことで、自校をメタ
認知するといった学校経営者としての視点を学ぶことにもなっています。

3

　このような組織においては、

ミドルリーダーの「人材育成

力」「連携力」「マネジメント力」

の向上も期待されます。

働きかけ

働きかけ

学力向上
プロジェクト
学力向上
プロジェクト

チェックポイント

「ミドルリーダーの育成を意図した組織」 への手だて例

校長先生

校長先生



「チーム学校」外部機関の活用～OJTに外の風を入れる

まずはみんなで昨年度の指導を振り返る～先輩のアドバイスから知恵を

事例報告で指導計画をブラッシュアップ～大切なのは協議と共有

※「ぱれっと」(Plan and Action tools for Living and learning of Every child’s Today and Tomorrow through Education) 

「チーム学校」を生かしたOJTの推進「チーム学校」を生かしたOJTの推進

　経験年数の浅い教職員の増加に伴い、チームでの指導を大切にする特別支援学校においても、
多くの経験に裏打ちされ、蓄積されてきた指導技術や指導方法の継承と発展が課題となっていま
す。この課題の解決に向けた、「一人ひとりの子どもを見つめ直すことから、キャリア教育の充実を
目指す」東俣野特別支援学校の取組を紹介します。

　「東俣野特別支援学校における全ての教育活動はキャリア教育である」という意識をもち、子ども一人ひとりの未来を
拓くキャリア教育を推進しています。校内研修は、東俣野特別支援学校に長く勤務している教職員が中心となって、組織
的に進めています。
　学校はチームで動いています。教職員は、「小学部のうちにこういうことができていてほしい」「高等部で実習に行くま
でに○○しておきたい」「中学部にもなって○○しているのはどうなのかな」といった子ども観を一人ひとりがもってい
ます。しかし、実際には指導に当たる中で、そうした「子ども観」を本当は分かり合っていないのではないかという問題意
識が生まれてきました。そこで、一人ひとりの子ども観を「声に出して、耳を傾けて、共有してみませんか」という問いか
けからOJT の取組を始めてみました。

　教職員が子ども観を明らかにし、共有するために、昨年度の指導の振り返りを行いました。自分が関わった児童生徒の
個別の指導計画を参照しながら、ワークシートに「ねがい」「ひとことまとめ」「気になった子どもの状況」「取り組んだこ
と」を記入しました。それに基づいて「○年度の目標設定」「具体的な実践の方法」について話し合い、１０年以上の経験の
ある教職員は積極的にアドバイスをするようにしました。実践や指導計画の「答え合わせ」をするのではなく、「肯定的に・
発展的に」を合い言葉に、「最後の数か月しか取り組めなかった」「結局できたのは数日だけだった」ということも一つの
実践として積極的に発表するようにしました。また、「本当はこのようにできれば良かった」という思いも伝え合いまし
た。経験の浅い教職員が問いを発し、ベテランの教職員が経験談を語りながら議論を深めていく場面が数多くありまし
た。「目標設定」や「具体的な実践の方法」について多くの知恵が生まれてきました。

　東俣野特別支援学校では、４年前から３年間をかけて、個別の指導計画
の書式を検討し修正してきました。それは、個々の教科や活動の教材・題
材に着目する計画の在り方から、「付けたい力」を明確にし、「今、何が大事
なのか」ということがそれぞれの教科や活動において明確に分かるよう
な計画へブラッシュアップするためでした。昨年度は修正した個別の指
導計画について何人かの教職員が実践報告し検討・共有を行いました。今
年度は、全員が事例を報告することによって、さらに内容や書式について
の理解を深めるようにしました。OJTには積み上げが大切です。

　東俣野特別支援学校は、国立特別支援教育総合研究所（以下、「特総研」）による「重度・重複障害のある子どもの実
態把握、教育目標・内容の設定、及び評価等に資する情報パッケージの開発研究」に研究協力機関として関わってい
ます。この研究は、手厚い支援を必要としている子どもの教育の充実を目指すものです。
　平成26 年度は、 25 年度に作成された情報パッケージ「ぱれっと※」について、県内の特別支援学校での勤務経
験のある特総研の研究代表者を講師に招き、その活用方法を学びまし
た。児童生徒のアセスメントやケース検討に活用するとともに、キャリ
ア教育等、学校独自の取組に位置付けた活用の在り方について研究を
進めています。
　「チームとしての学校」ということが言われる今日、外部の機関との
連携や外部の資源の活用を図ることが求められています。この取組は、
外部の機関との連携が有機的に図られる中で学校の教育活動の充実を
図るとともに、教職員のOJT そのものとなっているという点で、参考
になる事例と言えます。

横浜市立東俣野特別支援学校事例紹介

「子ども観」（子どもの姿）の共有は指導の振り返りから　1
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～振り返りと共有、「外の風」の効果で指導の充実を目指す～～振り返りと共有、「外の風」の効果で指導の充実を目指す～

「人との関わり」「内省（振り返り）」によって
教職員は成長する

「人との関わり」「内省（振り返り）」によって
教職員は成長する

　経験の浅い教職員の課題や悩みを成長につなげるためには、一人で悩まずに、先輩
に相談しながら解決を図ることが大切です。先輩教職員に対しては、課題解決に向け
て、適切な助言をするなどの支援を依頼します。その後で、経験を内省し、何が良かっ
たのか、そこから何を学んだかを自分自身の言葉で語るようにします。

　単に日々の教育活動をこなしているだけでは、現状維持に留まってしまい、成長し
ていくことは難しいものです。時には立ち止まって状況を振り返り、考え、次のプラン
を立てて再び実践に向かうというプロセスが教職員を成長させます。しかしそれを毎
日自分で行うことは現実的には難しいかもしれません。だからこそ東俣野特別支援学
校の振り返りの研修は、組織的・意図的な「内省」の大切な機会となっています。成長
させたいと考えるのであれば、「内省」する機会を設定する必要があります。学年会、教
科会、授業研究会、メンターチームなど校内の組織的な活動に「振り返り」を設定する
ことが大切です。一人ひとりの子どもの課題に正対し、それぞれの場面でしっかりと
内省します。そして、研修における振り返りの場面では、管理職や他の教職員、外部講
師等からの支援や助言を謙虚に受け止めるようにします。そのことが、困難の克服や
課題の解決に向けて意欲的に取り組む姿勢につながり、自身を成長させていくのです。

「こういう子だと、こういう視点も大事だよ」

「○年後にそうなってほしいなら、まずは

こういうことができるといいね」

「そこは、こういうやり方もあるよ」

「そういうことに取り組みたいなら、

○○と連携すると良いかもね」

OJTを通して校内の人材育成を進める上では、次のような視点が大切です。

経験の浅い教職員に人（先輩）との関わりをつくる

「内省」（振り返り）によって教職員が育つ　

2



校内研修でミドルリーダーの意識の向上と存在感UP

ベテランとペアでミドルリーダーが育つベテランとペアでミドルリーダーが育つ

　経験の浅い教職員が年々増加している現状から、ミドルリーダーはその育成に取り組むこ
とが多くなります。また、様々な教育課題への対応も任されることが増えています。「ミドル
リーダーだって学びたい」そんな願いに対して校長は、どのようにミドルリーダーの学びを
保証し、育成しているのでしょうか。勝田小学校の人材育成の方法を紹介します。

　校長は「一人ひとりの教職員のキャリアステージに応じたOJTを校内で
行いたい」という人材育成のビジョンをもち、その実現に向けて取り組んで
います。そのため、メンターチームは、経験年数ではなく、その教職員がどの
ステージかを見極め、メンバーを構成しています。リーダーは、経験年数３年
目が務め、10人のメンターチームを運営することで、第2ステージへの意識
を高めています。また、ファシリテーターは、第２ステージのミドルリーダー
へのステップになるように、経験年数５年目の教諭が務めています。
　勝田小学校は、ベテランやミドルリーダーの第２ステージ、第３ステージ
の教職員が、学年を越えて経験の浅い教職員に声をかける風土ができていました。これまで、ミドルリーダーも教え伝
えることで育成を図っていました。しかし、組織の要であるミドルリーダーを意図的・計画的に育成できないかと考え、
第３ステージのベテランの教諭とミドルリーダーとしての働きが期待される第２ステージの教諭をペアにして研修を
行うことにしました。またそれに加え、全教職員対象の「校内研修」で、ミドルリーダーの育成に取り組みました。

　校長は、校内研修でもミドルリーダーの役割認識や学校全体の課題を
把握する意識の向上を目指したいと考えました。そこで、「学校事故の危
機管理」の研修を行い、全国の学校事故の事例を基に、子どもたちを守
るために教師は何をしなくてはならないかを講義とワークショップで学
んでいきました。ワークショップでは、ミドルリーダーが積極的に経験
を語るようにしました。そうすることで、ミドルリーダーとしての役割
認識が高まり、周囲からは、頼れる先輩として見られ、存在感が増しま
した。全教職員で行う研修は、研修内容が共有できているので、日々の
ＯＪＴに活用しやすくなります。

横浜市立勝田小学校事例紹介

キャリアステージに応じたＯＪＴ　1

＜期待される成長＞

・学校全体を見ていくマインド

・学習指導、児童指導などの

　専門性の向上

・学校運営などのノウハウの学び

・連携力

～ミドルリーダーだって学びたい～～ミドルリーダーだって学びたい～

キャリアデザインを活用した人材育成のポイントキャリアデザインを活用した人材育成のポイント
　キャリアデザインを活用することで、より自律的・主体的な人材育
成ができます。

　「生きがい・働きがいを実感できる『活力あふれる自分作り』」を自
律的・主体的に推し進めるために、節目（10年を目安に）で「ありた
い自分」の姿を描き、その実現のための計画を立てることです。

　・長期的なビジョンを描くことで、自分の夢の実現の方向性を明確
　　にすることができます。
　・生きがい・働きがいを実感できます。
　・実際に歩いたキャリアが、多少ずれたとしても、節目、節目で方向を描いていけば、10年前に描いたキャリアの目標の夢の
　　実現に近づきます。
　・管理職がビジョンを理解することで、OJTや研修、自己啓発の支援がより意図的・計画的になります。

　・自分ができていることと課題を明確にします。
　・人材育成指標やロールモデル、管理職の助言を活用して10年後のありたい自分の姿を考えます。
　・10年後のありたい自分の姿を実現するための短期の計画を立てます。

　勝田小学校のメンターペアでは、キャリアデザインを活用したことで、ミドルリーダーは、夢の実現のための活力あふれる
1年間となりました。また、ペアのベテラン教諭と管理職がキャリアデザインを共有することで、効果的な支援ができました。

3

　教職員経験21年目のA教諭は、人材育成指標を基にしたキャリアデザインを描き、10年後の自分の目指す姿に向
けて研修計画を立てました。校長は「その計画を実現するアドバイザー的な存在があれば、さらに実りの多い研修にな
る」と仮説を立て、A教諭とベテランのB教諭と丁寧に面談をし、意図を伝えました。「メンターペア」の誕生です。B教
諭は、まず、A教諭のキャリアデザインと今年度の目標を共有しました。その後は、目標を達成するために、研究授業の
教材研究の相談、教育実習の進め方のアドバイスなどを行い、A教諭の計画・実行に対するマネジメントとファシリ
テーションをしました。１年間を終えてA教諭は、「メンターペアによって聞ける先輩がいることがとても心強かった
です。当たり前だと思っていたことを、支援していただくことで学び直しがで
きました。先輩の話を聞いて、昨年より『学校全体を見なくては』という意欲も
高まりました。」と話していました。B教諭は「今年度の機会はとてもよかった
です。これから学校の教務を背負ってもらう人に伝えられたことで自分も少し
進化できたと感じられました。」と話していました。特に、第２ステージのミド
ルリーダーが「学校全体を見る」意識の高まりという第３ステージのマインド
の成長を実感できたのは、学校運営においてもOJT推進の大きな財産となり
ます。

メンターペアの活用でミドルリーダーもベテランも成長！2

メンターペアの活用で、期待されるミドルリーダーの成長

※メンターペア　ミドルリーダーとベテランがペアとなって、メンタリング活動を行うことをメンターペアと名付けました。初任者と
指導教員が1対1で授業に関わる指導を行う指導教員制度と形は似ています。相互の人材育成をねらっていますので、第2ステージの
教職員が「この人から学びたい」と考えている人と、第3ステージの教える側の教職員が一致しているとスムーズにOJTが進みます。

・目標の共有
・相談　・信頼　
・モチベーション

第２ステージ教諭
次期ミドルリーダー

・ファシリテーション
・マネジメント
・ノウハウの伝承

第３ステージ教諭
ベテラン

キャリアステージに応じたOJTに向けて

第２ステージ
ミドルリーダー

メンターペア

第3ステージ
ベテラン

第1ステージ
メンターチーム

18 19

校内研修

キャリア
目標

キャリア目標
10年後のありたい姿10年後のありたい姿

本人が節目で
描く方向
実際に歩んだ
キャリア

修正

修正

夢の実現キャリアデザインとは

キャリアデザインの効果

キャリアデザインの描き方

現状

キャリアをデザインする意義



ビジョンチームで「同僚性」を生かしたＯＪＴビジョンチームで「同僚性」を生かしたＯＪＴ

　多忙感の中で、メンターチームの活動を一部の教職員だけで行っていませんか。経験の浅
い教職員が育つためには、メンティ、メンター、ミドル、ベテランが互いに支え合い、高め合
う環境が大切です。特に、教職員が多忙感を抱いている昨今の学校現場では、学校を学びの
共同体としていくために「同僚性」を生かすことが大切です。
　ここでは、「ビジョンチーム」で「同僚性」を生かし、地域の専門的な力を活用したOJTに
取り組んでいる港中学校の実践を紹介します。　

何のためにチームをつくるの？
　生徒・保護者・地域・社会・教職員の思いを大切にして、港中学校のもつ「強み・弱み・機会・脅威」といった現状を踏
まえ、港中学校の理想とする姿とその実現に向けた手だてを考えます。

どんなメンバーなの？
　校務分掌を横断的に貫く12人のメンバーで構成し、「組織」、「学校行事」、「部活動・学習」の三つのグループをそれ
ぞれ３～４人の少人数で担当しています。経験の浅い教職員も含まれていて、いろいろな角度から、理想の学校に近付
ける手立てを提案します。

どんな方法ですすめるの？
　「港中学校の使命（校長私案）」※を元に、基本的にグループ毎に活動し、１～２か月に1回程度「ビジョンチーム全体
会」を開催し、進捗状況等の報告をし合い、提言書にまとめています。
※「港中学校の使命（校長私案）」：子どもにこれからの社会をたくましく生き抜く力を付ける
　・基礎学力・基礎体力　・自己学習力　・社会を構成する一員としての力　
　・協働する力（コミュニケーション力）

どんな成果があるの？
■　各グループの活動やビジョンチーム全体会そのものがOJTになっています。
■　意見交換や議論を通して、経験の浅い教職員の育成はもちろん、ミドルやベテランの教職員も共に成長し合う場と
　　なっています。
■　活動を通して、学校運営に主体的に関わります。
■　各グループは少人数なので、会議や打合せがしやすいです。

横浜市立港中学校事例紹介

【組織】ビジョンチームの発足　1

校長先生

７月

８月

９月

10月

12月

１月

＜ビジョンチームの主な取組スケジュール＞

～メンティ・メンター・ミドル・ベテランが共に成長する～～メンティ・メンター・ミドル・ベテランが共に成長する～

　元々学校は教職員同士が学び合う「同僚性」

が濃いんです。教育実習生への指導も含め、経

験の浅い教職員の指導を通して、そうした同僚

性が濃くなるといいですね。ただ、そのために

は学校だけでなく、地域の力も必要です。

ビジョンチームの立ち上げ、戦略マップ作り研修会港中学校の「理想の姿」をグループごとに検討
ビジョンチームとしての「理想の姿」を提言
グループごとに「具体策」の検討と教職員アンケートの実施アンケート結果をもとに、課題の把握と改善点（手立て）を検討

ビジョンチームとしての「具体策」を提言

ビジョンチームはいつ活動するの？
　ビジョンチームの会議や打合せの時間帯は放課後が中心にならざるを得ません。
しかし、放課後は部活動をはじめ様々な指導があります。そこで、まずは部活動の
効率化を考えてみました。

部活動はどこで、どうやっている？
　港中学校では、原則として部活動に全員加入していますが、その活動場所は限定
的です。特に運動部は、校庭や体育館などをローテーションして共用しています。
校庭や体育館が使えないときは、顧問の指導の下いろいろな場所で「トレーニング」
をしていますが、トレーニングの時は部員のモチベーションが下がることも少な
くありません。そこで、みんなで楽しく意欲的にトレーニングをするために、また
教職員の会議や打合せの時間を生み出すために「港中学校学校運営協議会」で部活
動の実態や教職員の多忙化を話題にしてみました。

トレーニングコーチは専門家！
　地域の方から、トレーニングの専門家（地域のスポーツジムのトレーナー）を紹
介していただきました。月に１回程度、体育館に多くの運動部員が集合し楽しくト
レーニングします。中学生の知的好奇心や体を思った通り動かしたいという欲求
に、理論的で科学的根拠に基づいた指導をするのは専門家ならではです。現在は教
員の支援がないとトレーニング講習会は運営できませんが、軌道に乗れば、ある程
度専門家に任せて教員の時間を創出したいと考えています。

顧問も学び合い
　部活動の顧問は必ずしも競技スポーツやトレーニングの専門家ではありません。
顧問同士もトレーニングの学び合いの良い場となっています。

【時間】ビジョンチームの活動時間を生み出す工夫2
～地域の専門的な力を活用して～

人材育成を意図した組織はメンターチームだけではありません
　学校をとりまく様々な教育課題に対しては、マネジメント力を有する校長のリーダーシップのもと、地域の力を活用しな
がら、チームとして組織的かつ効果的、創造的に対応していく必要があります。管理職に必要なマネジメント力やリーダー
シップを育てるためには、学校のリーダーとして活躍が期待される学年主任、児童支援専任、生徒指導専任、次期主幹教諭
候補を対象に、学校経営・運営を考え、実践する機会になるようなOJTに取り組むことが大切です。
　学校運営を進め、ミドルリーダーや次のスクールリーダーの育成
を意図した組織を、校務分掌に位置付けている学校もあります。企
画会、ビジョンチーム、背骨の会、ミドルチームなど名称は様々です
が、主任や次期主任をメンバーとしていることが多いようです。管
理職が直接指導するだけでなく、例えば教務主任がロールモデルと
して第2ステージの教職員を指導助言し、育成にあたることも効果
的です。そうすることで、教務主任自身の資質・能力の向上にもな
ります。人材育成が次の人材育成を生み、風車のように学校全体の
人材育成が回っていきます。
　学校の状況に応じて、取り組みやすいところから始めることが人
材育成・OJT促進の近道です。

ミドル教職員

同僚経験の浅い教職員 ベテラン教職員

地 域

組織的な人材育成 次期スクールリーダーを育てる組織的な人材育成 次期スクールリーダーを育てる

育て、育てられ、育つ「同僚」
支える「地域」
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市立高等学校の次代を担う
教職員と管理職の育成を目指して
市立高等学校の次代を担う

教職員と管理職の育成を目指して

　新しい時代を生きる子どもたちのために、次期学習指導要領の改定に向けた議論では、高等学校の
教育が大きく変わることが求められています。魅力ある高校教育を実現し、特色ある高校をつくるこ
とに向けた取組の中でOJTを推進し「学び続ける教職員」を育成することが大切です。市立高等学校
全体のことを考え次代を担う教職員と管理職の育成を目指した戸塚高等学校における取組を紹介し
ます。

人材育成における重点項目

横浜市立戸塚高等学校事例紹介

「横浜市立学校の教職員と管理職の育成」への明確なビジョン1

22 23

　自校の教職員の育成だ

けを考えるのではなく、市

立学校全体のことを考え

た次代を担う教職員の育

成を推進することが

大切です。

～「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」の推進～～「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」の推進～
戸塚高校研究委員会（戸高研）
　有志のメンバーによる委員会です。自由かつ発展的に、
学校の現状を見据え、将来的な展望をもって見直し、問題
点・方向性を検討し、関係の教科、分掌、委員会等へ提案し
ます。様々な経験の教職員からなる委員会なので、メン
ターチームとしての働きも期待できます。戸高研をはじめ
とした全教職員
の学校運営の参
画により、教職
員としての資
質・能力の向上
を図ります。

教職員個々の取組から、「チームとしての学校」におけるOJTへ

高等学校の教職員と管理職の育成の鍵

戸高研の活動の様子

＜経験から学ぶ、経験して育つ＞

　学校は、あるべき姿（学校教育目標、目指す姿、ビジョン、ミッション、バリュー等）に向かって、組織的に取り組んでいま
す。個々の意欲や能力、組織としての力を引き出し、学校の課題を解決していくことで、学校教育の成果の実現、そして、個
人や組織としての成長を目指します。「先輩の背中を見て育つ」といった意図的でない人材育成だけで、成長する時代は終わ
りました。管理職が組織をマネジメントする中で、一人ひとりの能力を意図的・計画的に育てていく必要があります。

　教職員は、「日々の授業や児童・生徒指導から学ぶ」ことができます。これは、毎日、毎時間、「計画、振り返り、改善」といっ
た授業のPDCAサイクルをきちんと行っているからです。同じこと、できることを何となく繰り返すだけでは資質・能力は
向上しません。どの校種においても、授業を公開するなどして、振り返りの機会を得ることが大切です。
　管理職（主任やリーダーも）には一人ひとりを見極め、適度な「背伸びの経験」の機会を設定
することが求められます。背伸びの幅が小さすぎると成長にはつながりません。大きすぎる場
合には過重なストレスになり、離職につながることにもなりかねません。仕事を与え、任せきり
で何も支援しないのでは、負担感や多忙感だけが積み重なってしまいます。仕事を成し遂げる
ことへの期待や仕事を課した意図をきちんと伝え、適切に支援をします。成し遂げた満足感が
高い仕事は、負担感が少ないのです。仕事がうまく進むように、支援の環境を整えておくことが
大切です。学校の課題解決に向かう取組の中で、OJTが進んでいきます。
〈人材育成の鍵ガイド編3P〉

音楽教育の推進
　国際的に活躍する著名人や専門家から指導の在り方
を学び、教職員としての指導力の向上を図ります。

「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」の推進におけるOJT2

グローバル化する社会に対応した教育の推進
　国際交流で日本の文化を伝える活動や修学旅行で
文化を学ぶ活動を指導することを通して、教職員とし
ての指導力・授業力・生
徒指導力等の向上を図
ります。

市内在住の留学生に日本の昔話を通して
日本文化を伝えるイベントを主催しました。

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
による指導

大学講師による指導

地域との交流の推進
　地域への貢献に関わる新しい取組「戸高芋プロジェ
クト」を企画し運営することを通して、教職員として
の指導力や管理職
としてのマネジメ
ント力の向上を図
ります。

大学教職課程と連携した授業見学
　大学教職課程におけるインターンや大学生の授業
見学の受入を通して、教職員としての授業力や指導
力等の向上を図ります。

授業を見られる機会の充実
①芋の栽培　②商品化　③販売　④地域への貢献
（利益で被災時に必要な物資を購入）

3

 リーダーシップ開発研修
　教職員育成課におけるリーダーシップ開発研修の
メンバーによる校内での授業研究会を充実させるこ
とで、教職員としての資質・能力の育成を図ります。

 教育課程委員会
　グローバル化に向けた教育やアクティブ・ラーニ
ング等の研修会を通して、教職員として授業力や指
導力の向上を図ります。

 全体研修講演会（ガイダンス部・戸高研）
　「中学生から選ばれる高校」を考えることや音楽
コースの進路指導研修会を通して、高校の教職員と
しての資質・能力の育成を図ります。

　義務教育でない高等学校において、「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」は必要かつ大切なことです。その
取組においてOJTを推進し、教職員として資質・能力の向上を図り、「学び続ける教職員」を育成することは、さらな
る「魅力ある高校教育」と「特色ある高校づくり」につながります。また、様々な取組を通しての生徒の変容は、教職員
の励みになっています。

教職員
授業力　学級経営
危機管理　生徒指導
地域連携等の向上

管理職
主幹教諭・副校長の
マネジメント力の向上

臨時的任用職員・非常勤講師
指導力の向上

採用試験に向けての学習会

学校教育目標の具現化に向けて～OJTは学校づくり～学校教育目標の具現化に向けて～OJTは学校づくり～

「魅力ある高校教育」
「特色ある高校づくり」

「学び続ける教職員」の育成
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