
事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 専門研修（福岡教師塾） 

 

１．事業の整理 （「どのような成果を期待して何をどのように行っているのか」その事業の目的等） 

目 的・必要性 福岡教師塾の理念と教職員育成指標に基づいた福岡県の教育をリードできる

人材の育成を目指して、本県の教育に関する課題に広い視野をもって柔軟に対

応できる資質・能力の向上を図る。 

概 要 

 

 目的を達成するために以下の３つの研修項目から、各回に講演・演習・協

議・発表等を意図的・効果的に構成した研修を位置付ける。 

（１）視野や視座を広げる研修 

各界の専門的知識・技能を有する講師の講演や演習等により、最新の教育

的知見、企業等の「経営戦略」や「人材育成」等に関する研修を通して視野

を広げるとともに、学校教育の課題解決に向け、新たな視座から方策を提案

できる資質・能力の育成を図る。 

（２）共創する研修 

教育に関する様々な課題に主体的かつ柔軟に対応するために、異校種の受

講者（以下塾生）同士が今後の学校教育の在り方等について議論したり、塾

生が自ら研修を企画・運営したりする研修を通して、課題解決の方策を共に

創り出そうとする資質・能力の育成を図る。 

（３）在籍校の課題解決に資する研修 

塾生が研修で得た知見を生かし、在籍校の教育課題や経営課題の解決に資

するために必要な創造力、企画力、実践力等の資質・能力の育成を図る。 

内 容 

(誰がどのように何をや

るのか) 

※ 令和元年度の研修内容及び講師等 

＜第１回＞ 

・開講式 

・講演「鍛えて、ほめて、伸ばす！福岡教師塾に期待すること」 

   福岡県教育委員会 教育長 城戸 秀明 氏  

・講演「クリエイティブ脳の鍛え方」 

   株式会社しくみデザイン 代表取締役 中村 俊介 氏  

・企画・運営研修Ａ① 

   教育センター 指導主事  

＜第２回＞ 

 ・講演「コミュニケーションの大切さ～なんでも出来る不幸せもあれば 

     ～なんでも出来ない幸せもある～」 

    脳性まひコミカルプロマジシャン 森 裕生 氏  

 ・講演「森裕生君たちとの関わりから学んだこと」 

    福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 校長 植村 昭博 氏  

 ・企画・運営研修Ａ②「熟議『課題解決に向けた構想』」 

    教育センター 指導主事  

＜第３回＞ 

 ・演習、講話「魅力をアピール！自校の広報戦略を立てよう！」 

  講演「ホークスの広報戦略」 

  福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室室長 井上 勲 氏  

 ・企画・運営研修Ａ③「熟議『具体的方策の共創Ⅰ』」 

    教育センター 指導主事  

＜第４回＞ 

 ・演習「出店企画をプレゼンしよう！～食産業の経営戦略の秘訣とは？～」 

  講演「食に関わるサービス提供と人材育成」 

    グランドハイアット福岡 ペストリー料理長 成瀬 英樹 氏  

 



 ・企画・運営研修Ｂ①「塾生による、塾生のための研修構想を立てよう！」 

    教育センター 指導主事  

＜第５回＞※外部会場（福岡市交通局 橋本車両基地） 

 ・講演・演習「事業概要」「不祥事撲滅」 

施設見学 「事故防止、事故復旧、職員意識啓発」「駅の安全対策、接客」 

    福岡市交通局 橋本車両基地職員  

＜第６回＞ 

 ・演習、講話「保護者や関係機関を巻き込み、学校を共創しよう！」 

福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 准教授 奥村 賢一 氏  

 ・企画・運営研修Ａ④「熟議『具体的方策の共創Ⅱ』」 

    教育センター 指導主事  

＜第７回＞ 

 ・企画・運営研修Ｂ②「塾生による、塾生のための研修を実践しよう！」 

    教育センター 指導主事  

＜第８回＞ 

 ・講話「我が国の教育の未来と私たちの志」 

  トークセッション「語り合い共創しよう！福岡県の教育の未来」 

内閣府子ども・子育て本部 参事官付参事官補佐 相原 康人 氏  

 ・企画・運営研修Ａ「見たい！聞きたい！参加したくなる！『私の取組』を 

           プレゼンしよう！」 

    教育センター 指導主事  

目 標 

(どのような成果を期待

するのか) 

重点１：創り出す喜びや価値を実感できる演習を多数設定し、塾生による、

塾生のための主体的な研修の実施（企画・運営研修Ｂ…年間２回）

や、講師の先生方と新たな企画やアイデアを共創できる魅力ある演

習・協議（年間５回）を行う。 

重点２：在籍校の様々な課題を解決するための方策を共創し研修で得た成果

を在籍校に還元することができるように、具体的な取組について報

告（提案）する機会を設定（企画・運営研修Ａ…年間５回）する。 

重点３：福岡教師塾の趣旨に則った受講生を確保するための受講対象者及び

定員の見直しを図る。 

 

２．評価指標 （総括的評価を行うに当たり内部で立てた評価指標） 

達成指標（行動） 目標値 実績値 

重

点

１ 

各回終了時の受講者アン

ケートの集計結果 

各回終了時の受講生アンケート総

合評価の数値平均3.5以上 

※総合評価：４(高い)～１(低い) 

総合評価の割合（単位％） 
回 ４ ３ ２ １ 平均値 

① 81 19 0 0 3.9 

② 82 18 0 0 3.8 

③ 58 40 2 0 3.6 

④ 50 48 2 0 3.5 

⑤ 53 47 0 0 3.5 

⑥ 80 20 0 0 3.8 

⑦ 85 15 0 0 3.8 

⑧ 72 28 0 0 3.7 

※今年度から回数を全８回に変更 

外部講師の講演に対する評価の数

値平均3.5以上 

外部講師の講演に対する評価 
① ② ③ ④ ⑤ ⑧ 

4.0 4.0 3.8 3.5 4.0 3.5 
 

「企画・運営研修Ｂ」の評価の数

値平均3.5以上 

第８回（最終回）における企画・

運営研修Ｂの年間を通した評価

の数値平均：3.67 
※今年度新たに調査した内容 



重

点

２ 

各回終了時の受講者アン

ケートの集計結果 

「企画・運営研修Ａ」の評価の数

値平均3.4以上 

企画・運営研修Ａの年間を通し

た評価の数値平均：3.40（昨年度

3.35） 

「研修の還元」の評価の数値平均

3.2以上 

研修の還元についての年間を通

した評価の数値平均：3.37（昨

年度3.23） 

所属長アンケートの集計

結果 

所属長による講座の満足度：評価

４(最も高い)の割合が80％以上 

評価４（最も高い）：83.6％ 

評価３      ：16.4％ 

所属校における研修成果の還元状

況 

受講者の研修成果の還元状況 

①研修内容の報告、情報・資料提

供：38名（62.3％） 

②ミドルリーダーとしての取組

の推進：20名（32.8％） 

③若年教員への指導・助言等： 

 18名（29.5％） 

重

点

３ 

受講対象者及び定員の見

直し 

R1の受講対象者及び定員 

受講対象者：中堅教諭等資質向上

研修を修了した主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭のうち、教員

育成指標キャリアステージの発展

①・発展②に該当する者 

定員：60名程度 

R2の受講対象者及び定員 

受講対象者：主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭のうち、教職

経験が７年以上（講師含む）の教

職員育成指標キャリアステージ

発展①・発展②に該当する者 

定員：40名程度 

３．総括的評価 （評価指標の実績を基にした総括的評価） 

評価項目 評価 判断理由 

事業の必要性 

(教育センターで実施

すべきか) 

４  本研修は受講生からの総合評価が高く、所属長からも高い評価を得てい

る。最終回アンケートの自由記述からは、特に「異業種の方からの学び」と

「異校種の先生方との交流」に対する満足度が高いことが分かった。また、

所属長アンケートからは、受講生は研修で得た新たな知見を自らの役職や

立場に応じて活用しようとしていることも分かった。これらのことから、本

研修は、今後とも内容を更新しながら継続的に実施していく必要性がある

と考える。 

事業の内容 

(妥当な内容であった

か) 

３ 本年度は、３つの研修（外部講師による講演、所属校の課題解決への取組

を共創する研修、受講生による研修を共創する研修）を中心に研修内容を構

成し、受講生の満足度も昨年度より向上している。しかし、受講生アンケー

トからは、特に中学校や高等学校において「個別課題への取組」や「研修成

果還元の機会確保」に対する困難さを感じていることが分かった。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

４ 本研修は、議論、提案、共創、創造、企画、実践等といった、リーダーに

求められる力の育成を重視している。所属長アンケートの結果を見ると、受

講生が所属校で行っている研修成果の還元として「研修内容の報告、情報・

資料提供」や「ミドルリーダーとしての取組の推進」、「若年教員への指導・

助言等」が多数を占めているが、「新しい校内研修の企画・実践」といった

自ら研修を企画・運営する姿が見られたことからも、本事業の有効性はあっ

たと考える。 

※［評価］４：妥当 ３：ほぼ妥当 ２：要検討 １：不十分 

４．課題・問題点 （以上の自己点検・評価結果から見えてくる課題・問題点） 

課題項目 課題・問題点 

研修運営  部班を横断したチームによる研修運営体制を強化し、研修効果を高めるための

組織的な研修運営方法について検討を行う必要がある。 



研修内容  福岡教師塾の理念と教職員育成指標に基づく研修内容を実現するため、受講生

の教育観を見直す契機となる研修及び受講生が教育活動の企画・立案に主体的に

取り組む研修を充実させる必要がある。 

広報活動とホー

ムページの活用 

 管理職及び関係機関に対する直接的な広報活動を実施するとともに、教育セン

ターのホームページを活用した情報発信、動画コンテンツ等による事前研修の実

施について検討する必要がある。 

 

５．令和２年度の改善及び進捗状況 

（課題・問題点に対し、令和２年度の事業に反映させた改善点及びその進捗状況） 

改善項目 改善状況 

重点１ 

連携・協働の推進 

① 部班を横断したチーム運営の推進 

・主に企画・運営研修において、チーム構成員の校種の特性や専門性を生か

した研修運営体制を推進することを通して、効果的・効率的な研修運営や

チーム構成員の参画意識の向上を図るとともに、専門研修部会と連携し、

今後推進が図られる「部班を横断した研修運営体制」のモデルを提案する。 

② 令和３年度福岡教師塾基本方針と研修運営計画の策定 

・令和３年度の福岡教師塾に向けて、対象者のキャリアステージ及び育成し

たい資質・能力の焦点化及び受講人数の適正化等を図るため、プロジェク

トチームによる協議を通して基本方針の内容を検討し、それに基づく育成

プログラム及びシラバス等を策定する。 

 
中・長期的 

・福岡教師塾企画会議による外部講師や研修内容の検討（R3） 

・他県の教育機関等と連携した研修の検討（R4） 

重点２ 

支援内容・方法の確

立 

① アンケートの工夫・改善 

・研修内容の継続的な改善を行うため、受講者アンケート（所属長アンケー

ト含む）の内容・方法を福岡県教職員育成指標に基づき見直すとともに、

各回のアンケート分析結果を基に研修内容・方法の即時改善が可能な短期

的評価・改善サイクルを確立する。 

② 令和３年度福岡教師塾基本方針の具現化 

・基本方針に基づく研修内容を具現化するため、教育センター職員やこれま

での外部講師等へのアンケートを実施し、研修内容の基となる行動指針や

年間計画、外部講師の選定基準等を検討する。 

 
中・長期的 

・外部講師選定基準に基づく外部講師の選定（R3） 

・受講生による主体的な研修（自主選択研修）の検討（R4） 

重点３ 

広報活動の推進と

教育センターホー

ムページの活用 

① 管理職等への周知と研修資料等の発信 

 ・福岡教師塾の受講対象者及び研修内容の周知を図るため、管理職及び関係

機関に対して積極的な情報発信を行うとともに、教育センターホームペー

ジを通じて研修資料の提供及び受講者の研修成果等の積極的発信を行う。 

② 既存のWebコンテンツの活用 

・研究機関等が公開している既存の動画等を受講者が事前に視聴して研修に

臨む反転研修等、研修の効果を高める Webコンテンツの活用方法を検討し、

試行する。 

 

中・長期的 

・新たな広報活動の検討（R3） 

・Webコンテンツを活用した事前研修の検討（R3） 

・受講生の主体的な交流を促す方法について検討（R4） 

 

  



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

 

（事業名）福岡教師塾 

 

項  目 
事業評価委員会での意見 

課題・問題点 

〇：R３年度改善 

△：中期的に改善 

×：対応困難 

改善内容 

対応困難理由 

研修内容や回数につ

いて 

 

 

 

 

 これまで高い評価を受けてい

る本研修であるが、開設当初に

比べ回数が減少し、大胆な内容

が薄れ魅力が低下しているので

はないか。設立趣旨に鑑みても

短期的な研修成果の還元という

課題より、時代のニーズに応じ

た魅力ある大胆な研修づくりを

求めたい。 

〇 

福岡教師塾では、現代の教育課

題に柔軟に対応できる教職員とし

ての資質・能力を育成するために、

他の講座では取り扱わない研修内

容や研修方法を積極的に取り入れ

てきた。新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため令和２年度の研

修は中止としたが、新たにプロジ

ェクトチームを立ち上げ、現代の

ニーズに応じつつ未知の課題に主

体的かつ柔軟に対応できる資質・

能力の育成を目指した研修となる

よう検討を進めている。具体的に

は、福岡県の教育をリードする教

職員に必要な先見性や大局観を育

成するための外部講師の選定、受

講者自らが主体的に研修を企画、

実施、評価、改善する企画・運営研

修の内容改善、及びオンライン研

修の一部導入・ＩＣＴ機器活用等

の研修方法の工夫・改善である。さ

らに、令和４年度に予定していた

県外の機関との連携についても 1

年繰り上げて令和３年度の実施を

計画するなど、受講者の教育観を

更新し、拡張することができる内

容の充実を図っていく。 

次年度講座のＰＲに

ついて 

 

 

 

 

管理職対象の研修が中止にな

った場合に備え、次年度講座の

ＰＲを確実に行う方策を講じた

ほうがよい。 〇 

 従来の研修で行っていた広報が

実施できない場合、文書で各学校・

各機関に通知する。さらに、支援部

会と連携して教育センターホーム

ページ、メールマガジン、ＳＮＳ等

を活用して積極的かつ確実な広報

を行う。 

 

 


