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はじめにー１

横浜教育ビジョン2030に
掲げた「自ら学び 社会と
つながり ともに未来を創
る人」を育てるために、教
職員が自ら考え、自ら判断
し、自ら学び続ける姿勢が、
今後一層求められます。
「横浜市 人材育成指標」
や「人材育成システム」は
学び続ける教職員のサポー
トツールです。

はじめにー２

本ガイドは、大きく３部構成に
なっています。

第１部
「セルフ・マネジメント」の考え方や令

和２年３月に改訂した「横浜市 人材育成
指標」を説明しています。

第２部
令和２年４月から稼働している「教職員

研修等一覧」や「研修受講受付システム」
の使い方を説明しています。

第３部
人材育成指標に示された資質・能力につ

いて、日々の児童生徒との関わりや授業等
の営みから、より詳しく説明しています。

とりあえずシステム
を使いたいあなた
は第２部から！

児童生徒のために
自分の力を更に高
めたいあなたは
第３部から！

「セルフ・マネジメ
ントって何？」と
思ったあなたは
第１部から！
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まずは今の「わたし」を⾒つめてみませんか
教職員育成課 キャラクター はなちゃん

１セルフ・マネジメントの考え方－１

わたしを育てる
わたしが育てる
４つのステップ

自らの資質・能力を分析し、振り返り、更に成長していこうとするセルフ・マネジメン

トは、ＰＤＣＡの４つのステップで進めます。この４つのステップは、誰でも、どこからで
も、いつからでも始められます。

「研修一覧」から
自分に必要な

研修を選択・受講

「指標」に基づいて
今の自分の力を

「分析チャート」
で可視化

「指標」を使って

目標設定

研修の受講履歴や
分析チャートを

管理職等と相談し共有

自己の振り返り

研修に参加し、
必要な力を
伸ばそう

身に付いた力
を確認しよう

管理職や先輩教
職員と話して
振り返ろう

どんな力を
伸ばせば
いいかな

児童生徒にとって、教職員は最大の教育環境です。教職員が自らを磨き、高め、学び続

けるためには、自らの学びや成長を自分自身がマネジメントする、すなわちセルフ・マネジ
メントが大切です。
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２セルフ・マネジメントの進め方－１

①教職員に求められる資質・能力を
確認する

②更に具体的に
資質・能力を
確認する

Ｐのステップでは…
わたしの力 どのように伸ばすとよいのかを考えます

「指標」を使って

目標設定

どんな力を
伸ばせば
いいかな

「
横
浜
市

人
材
育
成
指
標
」
で
確
認
し
ま
し
ょ
う

１ セルフ・マネジメントの考え方－１－①

横浜市の教職員が身に付けるべ
き資質・能力は、

の３つです。
円の外側には、それぞれの資

質・能力に応じた高め方や磨き
方を示しています。

「横浜市 人材育成指標」で
教職員に求められる資質・能力を確認しましょう
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１ セルフ・マネジメントの考え方－１－②

「横浜市 人材育成指標」で
より具体的に資質・能力を確認することもできます。

それぞれの資
質・能力の伸ばし
方や高め方を示し
ています。

資質・能力
の「何を」伸
ばし、高める
のか、具体的
に示していま
す。

２セルフ・マネジメントの進め方－２

Ｄのステップでは…
伸ばしたい資質・能力に
対応した研修を受講し、
わたしの力 伸ばします

①「教職員研修等一覧」の使い方を
知る

②高めたい資質・能力から研修等を
検索する

「研修一覧」から
自分に必要な

研修を選択・受講

研修に参加し、
必要な力を
伸ばそう

「教職員研修等一覧」の
使い方は

第２部で解説します。
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１ セルフ・マネジメントの進め方ー２－①

高めたい資質・能力から
研修等を検索することが

できます。

「危機管理」
に関する研修
に参加し、力
を伸ばそう！

２セルフ・マネジメントの進め方ー３

Ｃのステップでは…
設問に答えて、
今のわたしの力 見つめます

「人材育成指標」に基づいた設問に

回答すると、今の自分の力を「分析
チャート」として可視化できます。

「指標」に基づいて
今の自分の力を

「分析チャート」
で可視化

身に付いた力
を確認しよう

教職の素養 設問例

「人権を尊重し、多様な
価値観を認め、支え合え
る組織づくりや学級づく
りを大切にしている。」

全ての設問に回答すると
レーダーチャートが現れます。
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２セルフ・マネジメントの進め方ー４

Ａのステップでは…

管理職や先輩教職員と
身に付いた わたしの力に
ついて
話したり、共有したりします

研修の受講履歴や
分析チャートを

管理職等と相談し共有

自己の振り返り

管理職や先輩教
職員と話して
振り返ろう

①定期的な
振り返りの場面で・・・

②新たな目標を
見付けたい時に・・・

特徴は全部で５つです。
学び続ける「わたし」のサポートツールとして

必要なときに、自分にあった方法で活用してください。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴

①円盤と表
がある

③資質・能力
に応じた高
め方・磨き
方を明示

④「子ども理
解」は専門
性の基本

⑤資質・能力
を具体的に捉
える視点を設
定

②求められる
教職員の資
質・能力を
３つに整理
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「横浜市 人材育成指標」は
２つあります。

目的に応じて、使い分けることができます。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴 その１は…

①円盤と表
がある

ざっくり
知りたい時

もう少し
詳しく

知りたい時

横浜市の教職員が
身に付けるべき３つの資質・能力は

「教職の素養」
「専門性」

「マネジメント」です。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴 その２は…

②求められる
教職員の資
質・能力を
３つに整理

教職の素養

専門性

マネジメント
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３つの資質・能力は、
それぞれ高め方・磨き方が異なります。

それを踏まえて学び続けることが大切です。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴 その３は…

③資質・能力
に応じた高
め方・磨き
方を明示

教職の素養：生涯にわたり繰り返し自
覚・意識し、学び続ける
教員

専門性：児童生徒とのかかわりや授業
の経験を通して、自らを高め
続ける教員

マネジメント：段階的に研修を積み重
ね、組織の中で力を発
揮する教員

教職員の「専門性」には、生活背景も含めた子
ども理解が基本にあり、インクルーシブ教育や
キャリア教育の考え方が基礎となっています。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴 その４は…

④「子ども理
解」は専門
性の基本

授業も児童生徒指導も
目の前にいる
一人ひとりを
大切にすることが
出発点ですね。
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視点があることで、
資質・能力や資質・能力を構成する要素の

具体が見えてきます。

３「横浜市 人材育成指標」の特徴 その５は…

⑤資質・能力
を具体的に捉
える視点を設
定

例えば、教職員に求められる
「人間性」は
次の５つの視点で
考えます。

例えば、教職員に求められる
「人材育成」は
次の５つの視点で
考えます。

○教育に関する理念
○人権感覚
○多様性の尊重
○倫理観
○共感する力・受け止める力

○キャリア・デザイン
○協働性
○自己管理（メンタルヘルス）
○後進の育成
○人材活用・管理

【わたしの強み＆なりたい「わたし」の見つけ方】
HOW TO FIND 
４セルフ・マネジメント 体験レポート

初任者として
教師の基礎を
固めたい
わたし

さらにキャリア
アップを
図りたい
わたし

新たな目標や
果たすべき役割を
見付けたい
わたし

STORY 1 STORY２ STORY３

ここでは、自分の強みを見つけ、なりたい
「わたし」に近付いた３名の教員のセルフ・
マネジメント体験レポートを紹介します。
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４ セルフ・マネジメント 体験レポート

４月
指導教員と人材育成

指標を見ながら、１年
間の目標を考えます。
１年後の自分を思い浮
かべて、身に付けてい
たい資質・能力やその
具体的な姿を思い描き
ます。

９月
前期を振り返り、今

の自分にはどの程度求
められている資質・能
力が身に付いているか
「分析チャート」を作
成し、確認します。管
理職や指導教員とも共
有し、後期の目標設定
につなげます。

２月
年度末の振り返りの

会を行います。「分析
チャート」を改めて作
成します。
この１年間でできる

ようになったことや自
分の成長を確認し、よ
りよい２年目につなげ
ます。

STORY 1 初任者として教師の基礎を固めたいわたし

◆指導教員との目標設定や振り返りの際に、分析チャートを活用し
ましょう。

◆自分の強みや課題を常に明らかにしながら、教師としての基礎を
固めていきます。

使うもの

６月
校外で実施する「初

任者研修」に参加する
際には、研修のねらい
を確認し、自分の目標、
自分の課題を意識して
受講します。校内での
研修は、周囲の先生方
に積極的に質問し、主
体的に学びます。

資質・能力シート 説明シート

使うもの

初任研サポートブック

使うもの 使うもの
分析シート 分析シート
分析チャート 分析チャート

人材育成
指標

４ セルフ・マネジメント 体験レポート

さらにキャリアアップを図りたいわたしSTORY２

◆校内で求められる役割に応じた研修に参加しましょう。
◆更に、自分自身のキャリアアップのために必要な研修を選択し、
積極的に受講しましょう。

５月
今年自分は「児童生徒指導」

に関する力を高めたいと思って
います。まずは、今の自分の力
を見つめるために「分析チャー
ト」を作成しました。レーダー
チャートを見ると「教育的ニー
ズに対応した指導・支援」の部
分に自分の課題があることが分
かりました。

６月
管理職との面談を行いました。

「児童生徒指導」に関する力を
高めるために、日々の業務の中
で大切にすることについてアド
バイスをいただきました。研修
等一覧を見ると「教育的ニーズ
に対応した指導・支援」の研修
がいくつもあったので、校内の
予定を調整しながら、進んで受
講したいと思います。

７月～２月
参加した研修で学んだ個に応

じた指導や支援の工夫について
は、すぐに日々の業務に生かす
ことができました。
明確な目標のもと、自分で研

修を選択し、受講し、振り返る
ことができるので、自分自身が
キャリアアップしている手応え
を得ることができました。

使うもの

分析シート
分析チャート 分析チャート

使うもの

教職員研修等一覧

使うもの

資質・能力シート 説明シート

人材育成
指標
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４ セルフ・マネジメント 体験レポート

STORY３ 新たな目標や果たすべき役割を見付けたいわたし

◆よりよい目標設定に向けて、管理職との面談の中で、分析
チャートを活用してみましょう。

◆具体的な取組や行動について管理職に指導・助言を仰ぎなが
ら、自分の役割を果たしていきましょう。

４月
今の自分の力を「分析チャート」で可視化し

ましたが、マネジメントに課題が多く見られま
した。主幹教諭として、今年度力を入れること
は何か、校内で果たすべき役割は何かを考える
ため、管理職とじっくり面談を行いました。

管理職からは「もっと学校経営に積極的に関
わってほしい」「人材育成では、自分の強みを
生かしてほしい」と指導・助言をいただきまし
た。人材育成指標を常に手元に置き、日々の業
務の中で自分の力を伸ばしていきます。

５月～２月
人材育成指標や分析チャートをもとに、短期

的な目標と長期的な目標を立てました。自分の
強みを生かしていくために、多くの教職員との
関わりを大切にします。また、調整役として、
学校全体を見渡したり、気付いたことは行動に
移したりすることを大切にします。
管理職とは定期的に面談し、指導・助言をい

ただきます。これからもチーム学校のリーダー
として、自分らしく活躍していきたいです。

使うもの

資質・能力シート 説明シート

分析シート
分析チャート

使うもの

資質・能力シート 説明シート

分析シート
分析チャート人材育成指標

※目標達成のため＝学校教育目標の実現のために、組織全体を見て投入した資源
より大きな成果を生み出すことがポイントです。

５「キャリアステージ」の考え方

ステージ マネジメントの領域 役割

第１ステージ 学級・担当教科等 ・組織に積極的にかかわり、マネジメ
ントの基盤を固める。

第２ステージ 学年・分掌等 ・専門性と高めグループのリーダーと
して推進力を発揮する。

第３ステージ 学校全体 ・豊富な経験を生かし広い視野で組織
的な運営を行う。

主幹教諭 学校全体 ・管理職と連携を取りながら学校経営
に参画する。

資質・能力のうち、特に「マネジメント」は、組織における役
割によって求められる力が変わります。横浜市では、「マネジ
メント」を教職経験年数で一律にとらえるのではなく、マネジ
メントをする役割に応じて４段階の「キャリアステージ」とし
て示しています。
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分析チャート︖研修の選択︖ あなたはどこから始めますか︖

教職員育成課 キャラクター はなちゃん

１ 「教職員研修等一覧」の使い方

【特徴】
◆ 年度内に教育委員会事務局が実施する研修等の情報を見ることができます。

◆ データは随時最新の情報に更新されます。

(注) 日程や場所等が変更になることがありますので、最新の情報を御確認ください。

◆ フィルタ機能により、見たい研修等だけを表示することができます。

◆ 各研修の通知文やｅラーニングトップページに飛ぶことができます。
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集合研修
のみ表示

１ 「教職員研修等一覧」の使い方

【フィルタ機能による絞り込み】例：集合研修だけ表示させたい

①「形態」のタイトルの
右下にある▼をクリック

②(すべてを選択)を
クリックし、✔ をはずす

③「集合研修」
に✔を入れる

「全て表示」に戻したい時は、上記②で(すべてを選択)に✔を入れてください

教諭版
研修名 Ａカテ Ｂカテ Ｃカテ Ｄカテ Ｅカテ
ＡＡ研修１
ＡＡ研修３
ＣＣ研修１
ＣＣ研修２ ●

●
●●

2016/03/02

2017/05/04
●2017/02/04

受講⽇
2018/10/11 ●

１ 「教職員研修等一覧」の使い方

【フィルタ機能による絞り込みの活用例】

分析チャートを作成するための設問

研修履歴

研修等一覧

児童生徒
指導の部分
が弱いなぁ

そうだ！
「児童生徒指導」で
絞り込んで研修を

探してみよう

カチッ!
身に付く資質・能力を表示

分析チャート表示
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１ 「教職員研修等一覧」の使い方

【研修等の申込み、又は、ｅラーニングページへのリンク】

受講したい研修等が決定したら、下図の部分のリンク先をクリック！

学校便利帳の研修等の案内通知にリンクします。
内容を確認後、案内通知文に記載してある申込
み方法にて申込みを行ってください。
(注) ＹＣＡＮ接続のＰＣのみリンク可能です。
(注) 右のような表示が出た場合ＯＫをクリック。

ｅラーニングトップページにリンクします。
(注) ＹＣＡＮ接続のＰＣの場合、右のようなセ
キュアブラウザに移動するメッセージが現れま
すので表示されているＵＲＬをクリックしてく
ださい。外部Ｗｅｂ環境からも閲覧できます。

「まだ申込みできません」という表示の場合、
申込みの受付前のため、まだ申込みできません。

上記の２つの方法以外の場合もあります。
例えば「紙面で通知」、「問合せ先に直接連
絡」、「ＰＤＦの案内の手順で申込み」など。

２ 研修受講受付システム（研修申込みの仕方）

(2) ログイン
①ＹＣＡＮから「研修受講システム」に入り、最初の画面で職員番号を入力します。

②ログインボタンをクリックします。

(1) 研修番号を記憶
案内通知文、又は、教職員研修等一覧に記載してある６桁の研修番号をＰＣ上で

コピー、又は、紙にメモします。

０から始まる職員番号を入力

初めて研修受講システムを利用する方
「利用者登録」ボタンをクリックし、必要

情報を入力してください。

パスワードを忘れる方が
多くいます！
パスワードは自身で設定し

ます。必ず控えをとってくだ
さい。

この表示がでたら、パス
ワードをなるべく変更して
ください。
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２ 研修受講受付システム（研修申込みの仕方）

(3) 研修申込み
① コースコードに、研修番号６桁
を入力します。例）001234
又は、実施日、職種、研修事

業で研修を検索することもでき
ます。

② 表示された研修の左側のボタン
をチェックし、「本人申込み」
をクリックします。
申込確認画面が表示されます。

※この時点ではまだ申込みは完了していません。

チャート情報

2020    1

「※」が表示されている研修
は、備考等に重要な事項が
記載されている可能性があり
ますので、研修詳細画面で
内容を確認してください。

「利用者情報」「チャート情報」ボタン
※自身が設定したパスワードが必要です。

◆「利用者情報」ボタンは、パスワード
を変更する場合に使用します。

◆「チャート情報」ボタンは、自己分析
チャートの使用、及び、研修受講履歴
（令和２年度から）の閲覧を行う際に
使用します。

終了する場合

詳細のマニュアル

「受付可」の状態
のみ申込みが可能
です。

２ 研修受講受付システム（研修申込みの仕方）

③ 申込確認画面を確認し申込みを
行う場合は、「申込」ボタンを
クリックします。

これで申込みは完了です。

「申込履歴」ボタン
※自身が設定したパスワードが必要です。

◆ 申込みをしたかどうかを確認する際に
使用します。

◆ 令和２年度以前に研修受講システムで
申し込んだ研修を確認したい場合に使

用します。

（注）同じ研修に同一職員を複数回申込
を行っても有効なのは１回目の操作分の
みです。
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３ ｅラーニングシステム（利用の仕方）

(1) アクセス、サインイン
YCAN上の「ｅラーニングシステム」の入口からセキュアブラウザを介して、

外部WEB上の「Cloud Campus」にアクセスします。

又は、外部WEB環境の端末から https://ccampus.org にアクセスします。

https://ccampus.org/envCheck/
（セキュアブラウザ等の外部WEB環境から）

hanasaki

職員番号

最初だけ職員番号
(後で変更してください）

３ ｅラーニングシステム（利用の仕方）

(2) ホーム画面

３ 受講するコースの選択
上図のコースから受講したいコースを選び、クリックします。
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３ ｅラーニングシステム（利用の仕方）

(3) 受講方法

次のチャプターがある場合は、ボタンを
クリックし、受講を進めます。

３ ｅラーニングシステム（利用の仕方）

(4) その他
前ページで説明した「ビデオ＋スライド」型のコンテンツのほか、次のような

コンテンツもあります。
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児童⽣徒との関わりから、求められる資質・能⼒を⾒つめてみましょう

教職員育成課 キャラクター はなちゃん

１「教職の素養」(1)人間性

ポイント①
教師自身が人権尊重の精神の

涵養に努めるとともに、人権や尊
厳を大切にする組織づくりや学級
づくりを推進しましょう。

ポイント②
国や市から発信される情報や、

児童生徒・保護者・地域等の
ニーズをつかみ、視野を広げま
しょう。

どうしたら
いいの？

クラスで小さなトラブル
が絶えません。お互い
を思いやる気持ちはど
うしたら高められますか。

児童生徒の人権に関する
意識が低いのかも・・・
トラブルが絶えないのは、児童生徒の

人権に関する意識が低いことが原因かもし
れません。教師が人権感覚を高めるような
学級経営を上手に行えていない可能性も
あります。
また、大きな背景には、教師自身の視野

が狭く、多様な考えをもつ児童生徒、保護
者、地域の方々の思いを受けとめきれてい
ないことがあるかもしれません。

どうしてそうなるの？
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１「教職の素養」(2)使命感・責任感

ポイント①
横浜市公立学校教職員行動基

準を読み直し、遵守できているか、
再確認しましょう。

ポイント②
地方公務員法（特に第30条から

第38条まで）で規定されている服
務について、読み直し、各項目に
ついて遵守できているか、再確認
しましょう。

どうしたら
いいの？

教師は
最大の教育環境です

子どもたちは、教師の行動をよく観察し、
そして、よく真似しています。子どもたちの
提出物の遅滞や紛失物など、学校生活の
乱れが見られる場合は、あなたの日々の
行動に起因しているものかもしれません。
また、「このくらいは、いいか」という、気

の緩みは、無意識のうちに教師の言動に
表れているかもしれません。

どうしてそうなるの？

最近、様々な業務が
ルーズになっているな。
でも、「このくらいは、い
いか」と思ってしまうこと
もあるのだけれど・・・。

１「教職の素養」(3)情熱・児童生徒への愛情

ポイント①
担当学級、所属校が目指す子ど

もの姿と、それらを達成するための、
具体的な計画を再確認しましょう。

ポイント②
広い視点で、自分の学校を見つ

めてみましょう。例えば、教育の目
的や目標（教育基本法）、横浜教
育ビジョン２０３０などになります。

どうしたら
いいの？

指導の本質を見つめ直しましょう
魅力的な学級経営や授業を実践してい

る先輩教員や同僚は、目的や目標が明確
で、そこに向かうための計画（学級経営計
画、単元計画等）が十分に練られているこ
とが多いです。十分に練られた計画に則っ
た、子どもたちへの声かけは、「小言」では
なく、目的を達成するための「必要な指導」
になるはずです。改めて、自身が目指す
ゴールを見つめ直し、教育的愛情をもって
児童生徒に接してみませんか。

どうしてそうなるの？

隣の学級や他の教師と比
べてしまい、子どもたちに
対して、ついつい小言が
多くなってしまいます。
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１「教職の素養」(4)自己研鑽・探究心

ポイント①
自分の強みや弱みを客観的に

捉え、自己研鑽に努め、探究心を
もって学び続けていきましょう。

ポイント②
校内でのOJTを積極的に行い、

管理職等や同僚からの助言を真
摯に受け止め、自身の専門性を
より磨いていきましょう。

どうしたら
いいの？

自分の強み・弱みを
客観的捉えていますか。
まず、自分を知ることです。管理職等

や同僚からの指導や助言を真摯に捉え、
自分にとって何が強みなのか、そして
何が足りないのかじっくり振り返るこ
とはできていますか。

次に、気付いた自己の課題を解決し
ていくために、自分に合った具体的な
手立てを考え、取り組むことが必要か
もしれません。

どうしてそうなるの？

もっと子どもたちの気持
ちをつかんだ指導ができ
るようになりたいです。自
分の力を高めたいです。

１「教職の素養」(5)社会性

ポイント①
周囲の状況を把握し、相手の気

持ちを汲み取りながら、より豊かな
人間関係を築いていきましょう。

ポイント②
自分の思いや考えの根拠をきち

んと説明するためにも、豊かな社
会性を身に付けましょう。

どうしたら
いいの？

相手の気持ちに
もっと寄り添ってみては…
コミュニケーションが言葉の一方通行で

終わっている可能性があります。自分の思
いを優先し、相手の気持ちや状況に寄り添
おうとしているでしょうか。また、自分の思
いや考えが一人よがりになっている可能性
はありませんか。
よりよいコミュニケーションがあなたの「信

頼」につながります。

どうしてそうなるの？

同僚の先生や保護者と
のコミュニケーションに悩
んでいます。なかなか自
分の考えが伝わらないよ
うな気がします。
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わたしが行っている
日々の授業はこのまま
でいいのかな。

今求められている授業を
しっかり捉えましょう

学習指導要領に対応した資質・能力を

育成する授業づくりを行うことは、教師の
責務です。また、単に授業をすればよいの
ではなく、「じっくり考え、高め合い、次につ
なげる確かな学び」に向かおうとする児童
生徒の姿を引き出す授業づくりを横浜市で
は目指していることをしっかり捉えましょう。

２「専門性 授業力」(1)授業構想

どうしてそうなるの？

ポイント①
「横浜市立学校カリキュラム・マ

ネジメント要領」に示された、各教
科等が育成を目指す資質・能力を
捉えましょう。

ポイント②
資質・能力の育成につながる各

教科等に応じた学び方（学習過
程）、教材研究の在り方を、児童生
徒の実態に応じて工夫しましょう。

どうしたら
いいの？

ついつい教師主導の授
業をしています。児童生
徒がつまらなさそうな顔
をしているのはなぜです
か。

授業は
児童生徒とともに創ります

授業が上手な教員の授業とは、どのような授

業でしょうか。きっと、児童生徒の発言、反応、
つぶやき、表情等をよく把握しているはずです。
授業の中で児童生徒が主体的に活動する場面
がなければ、授業は児童生徒にとって、受け身
で退屈なものになってしまいます。

２「専門性 授業力」(2)授業展開

どうしてそうなるの？

ポイント①
児童生徒の実態に応じて、授業の

形態や指導方法を工夫します。授業
における教員の役割をもう一度見つ
めてみましょう。

ポイント②
授業研究を通して、教員の授

業力は向上します。自分の授業
を多くの教員に見てもらったり、自
ら様々な授業を見る機会を設けた
りすることが大切です。

どうしたら
いいの？
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① ペーパーテスト以外
の評価方法がよく分
からない…。

② 自身の授業改善っ
て何をすればいいの？

① 日々の授業の中で児童生徒を
見とる評価を行っていますか？
一人ひとりの進歩の状況を適切に評価し、

やる気を引き出すことが大切です。どのよ
うな方針で評価を行うのかを事前に児童生
徒と共有しておくことも大切です。

② 指導と評価の一体化が図れて
いますか？
授業改善のために、児童生徒の評価を

通して、自らの指導を振り返っていないの
かもしれません。

２「専門性 授業力」(3)評価・改善

どうしてそうなるの？

ポイント①
児童生徒が何を目指し、今ど

の地点にいるのかを明確にしま
しょう。観点別学習状況の評価
を様々な評価方法を用い計画的
に行いましょう。

ポイント②
指導方法、評価方法が妥当か

どうかを振り返り、常に改善を
図りましょう。

どうしたら
いいの？

「先生は○○さんをひ
いきして、私のことを全
然分かってくれない」と
言われました。

児童生徒が伝えたいことを
しっかり受けとめていますか

自分の思いを分かってもらえないもどか

しさや苛立ちを感じていることが、一つの
原因として考えられます。教師としての自
分は、傾聴の姿勢で児童生徒一人ひとり
の話をしっかり聞くことができていますか。

「専門性 児童生徒指導」(4)児童生徒理解

どうしてそうなるの？

ポイント①
傾聴の大切さを理解し、多角

的な観点に基づいて、あらゆる
場面で一人ひとりに対応しま
しょう。

ポイント②
児童生徒一人ひとりの気持ち、

願い、背景を理解し、思いを受け
止めましょう。

どうしたら
いいの？
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学級経営がうまく行きま
せん。他のクラスと比べ
て、まとまりもありませ
ん。

「集団のよさ」に
気付いていないのかも・・・

集団の中で目標に向かって力を合わせ

たり、ぶつかり合ったりしながら、ともに学
び育つ風土が育ってないことが考えられま
す。また、教員自身が児童生徒一人ひとり
の多様性やよさに気付いていないのかもし
れません。

２「専門性 児童生徒指導」(5)集団づくり

どうしてそうなるの？

ポイント①
協働的な活動として、学校行

事や様々な学習場面を意図的・計
画的に活用し、子ども同士のコミュ
ニケーションを促進していきましょ
う。

ポイント②
教師自身が児童生徒の多様性

を認め、学級のよさや強みを積
極的に発信しましょう。

どうしたら
いいの？

学習や発達に課題があ
る児童生徒に対し、もっ
と豊かな関わり方をし
たいと思っています。

多様な価値観や個性を
尊重していますか

日々の教育活動が、多様な個性や能力

を伸ばす視点を重視したものになっている
でしょうか。特別支援教育や日本語指導、
登校支援等の学習や発達を取り巻く教育
的ニーズをしっかり捉えていないのかもし
れません。
目の前にいる児童生徒を「困った子」とし

て捉えていませんか。

２「専門性 児童生徒指導」(6)教育的ニーズに対応した指導・支援

どうしてそうなるの？ ポイント①
特別支援教育コーディネー

ターを中心とした校内支援体制
を整えます。関係機関等と適切
に連携し、課題の解決につなげ
ます。

ポイント②
「困った子」ではなく「困っ

ている子」であるという認識に
立って、個に応じた指導や支援
を適切に工夫します。

どうしたら
いいの？

24



学校づくりに参画してい
ると感じられません。目
の前のことをこなすこと
だけで精一杯になって
います。

自分に求められる役割に
目を向けてみませんか

学校教育目標の実現に向けた自校の経

営方針とその中で自分の所属するグルー
プに求められている役割についての理解
が不足していることが考えられます。まず
は、管理職や同僚とそれらについて確認す
ることが大切です。その上で、自分の強み
を生かして組織の中でどのようなかたちで
貢献できるかを明確にすることが重要です。

３「マネジメント」(1)学校づくり

どうしてそうなるの？
ポイント①
学校教育目標の実現に向けた

自校の経営方針を理解する。

ポイント②
自分に求められる役割を管理

職と確認し、強みを生かした具
体的な取組を考える。

どうしたら
いいの？

児童生徒の安全が確
保できているか分かり
ません。緊急時に適切
な対応ができるかどう
か不安です。

危機管理についての
十分な知識をもっていますか
早期発見や緊急時における対応の仕方

など、危機管理に関わる知識が不足してい
ることが考えられます。危機管理に関わるマ
ニュアルがどこにあるか、すぐに分かります
か。また、安全点検や避難訓練等において、
日々の学校生活に潜む危険を察知するた
めに、様々な場面をできるだけ具体的に想
定できているか、振り返ってみましょう。

３「マネジメント」(2)危機管理

どうしてそうなるの？
ポイント①
危機管理に関わるマニュアルを

読んで知識を身に付ける。

ポイント②
危機管理に対する意識を高く

し、未然防止に向けて他との連
携を図る。

どうしたら
いいの？
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授業や児童生徒指導
についての不安を誰に
相談したらよいのかわ
かりません。アドバイス
が欲しいです。

校内OJTの有効活用は
できていますか

校内のメンターチームや身近な先輩と自

分の課題を共有できていないのかもしれま
せん。まずは、今日あった児童生徒とのやり
とり、授業づくりの疑問点などを、気楽な気
持ちで身近な同僚や先輩に話してみてはど
うでしょうか。そして、互いの課題や悩みに
気付き、支え合える環境や風土を作ることを
目指し、自分には何かできるか、自らのマネ
ジメント力を発揮していくことも大切です。

３「マネジメント」(3)人材育成

どうしてそうなるの？ ポイント①
校内OJT（メンターチーム等）を

活用しましょう。

ポイント②
人に聞くことを躊躇せず、自分

の課題を相談したり共有し合った
りしながら、自らのマネジメント力を
高めていきましょう。

どうしたら
いいの？

保護者や地域との連携
をより強めていきたい
のですが、なにから始
めればよいのでしょうか。

まずは保護者や地域の
ニーズを知ることから

地域の特色や、保護者や地域の方々が

大切にしている思いや願いを理解すること
がなによりも大切です。そのうえで、 保護
者、地域、関連機関等との連携の意義を理
解し、適切に連携していく必要があります。さ
らに、よりよい連携のために工夫・改善を
行ったり、連携・協働のネットワークの形成を
組織的に推進し、自校の課題解決にむけて
計画を立て、組織的に実行することが求めら
れます。

３「マネジメント」(4)学校・家庭・地域等との連携

どうしてそうなるの？ ポイント①
地域に興味・関心をもち、実際

に歩いたり、人々と関わったりする
など、「知る」ことから始めましょう。

ポイント②
効果的な発信・広報活動を展開

したり、学校運営協議会へ積極的
に参加したりしましょう。

どうしたら
いいの？
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学校を巡る環境が変化
していく中、自校の児童
生徒に必要な力を付け
られているか不安です。

横浜らしさって何でしょう？
社会の進展に伴って、学校に求められる

ものも変化していきます。また、横浜市の動
向や施策を捉えることで、「教育」や「学校」
を少し違った角度から見つめてみませんか。
きっと、横浜のよさや特色、現在抱えている
課題が見えてくるはずです。
さらに、自校の課題を明確にし、解決に向

けて他と連携しながら、組織の中で主体的
に取り組んでいくことが求められます。その
ためには、様々な教育課題を理解し、対応
策や手立てについて学ぶことが必要です。

３「マネジメント」(5)横浜の特色を生かした教育

どうしてそうなるの？
ポイント①
本市の動向や施策について興

味・関心をもち、横浜のよさや特色、
抱えている課題を捉えましょう。

ポイント②
各種の資料や研修への参加を

通して様々な教育課題に対する理
解を深める。

どうしたら
いいの？

おわりに

本ガイドは、随時更新し、
みなさんにとって必要な情
報を盛り込んでいく予定で
す。
人材育成指標を活用し、あ
なただけの、あなたらしい
セルフ・マネジメントを進
め、横浜の児童生徒のため、
教職員として輝き続ける自
分を目指しましょう。

教職員育成課
電話 ４１１－０５１４

メール ky-ikusei@city.yokohama.jp
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