
事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 （義務）基本研修 

 

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 基本研修計画書に基づき、経験年数・職務内容に応じて必要となる知識・

技能等を習得させることにより、教職員としての資質・能力の向上を図り、

もって本県教育の充実・発展に寄与する。 

概 要 

 

・若年教員研修１年目（小・義・特）        《４日間×３回》 

・若年教員研修１年目（中・義・特）        《４日間》 

・若年教員研修１年目（養護教諭）         《２日間》 

・若年教員研修１年目（栄養教諭）         《３日間》 

・中堅教諭等資質向上研修（小・義・特）      《４日間》 

・中堅教諭等資質向上研修（中・義・特）      《４日間》 

・中堅教諭等資質向上研修（養護教諭、栄養教諭）  《４日間》 

・エキスパート教員研修（小・中・義・特）     《１日間》 

・エキスパート教員研修（養護教諭、栄養教諭）   《１日間》 

・新任生徒指導主事研修（中・義・特）       《１日間》 

・新任教務主任研修（小・中・義・特）       《１日間》 

・新任校内研修担当者研修（小・中・義・特）    《１日間》 

・新任進路指導主事研修（中・義・特）       《１日間》 

・新任学年主任研修（小・中・義・特）       《１日間》 

内 容 

(誰がどのように何を

やるのか) 

 「平成３１(2019)年度義務基本研修事業実施計画」に基づき、上記各研

修会を実施した。実施に際して、各研修担当責任者並びに研修担当者が、

テキスト・資料及び運営資料を作成し、教育センター指導主事が運営を行

った。また、各研修の各回終了時には、研修内容を今後の教育実践に生か

すために、「研修のまとめ」（一部電子化）を記入させた。 

義務基本研修部会事務局は、本庁をはじめとする関係各課や研修担当者

との連絡・調整、部会の運営及び議事録作成、各研修資料等の保存、各教

育事務所への各種通知文等の作成・発送等を行い、義務基本研修事業を推

進した。 

目 標 

(どのような成果を期

待するのか) 

・受講者のキャリアに応じた教科等の指導力の向上・充実を図る。 

・新任主任・主事研修は、学校の教育目標（重点目標）を達成するための

職務と役割、運営に対する理解を図り、各教育活動の充実に資する。 

・学校組織の一員として、積極的な学校経営参画意識の向上を図る。 

 

 

 

 



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 

動画コンテンツを活用した研

修の「試行」 

新任主任主事研修（５講義）

の各２講座のうち各１講座で

実施 

新任主任主事研修（５講義）

の各１講座で実施 

講義「主任・主事に求められる資質・能力」 

研修内容を動画コンテンツ化

してＨＰ等で配信の「試行」 

若年研講義（教科）１７講義

のうち４講義で実施 

若年研講義（教科）４講義で

実施（生活科、音楽科、外国語活動、外国語科） 

動画コンテンツを活用した研

修計画の立案 

令和２年度実施予定の若年研

５講座及び１説明（教育課程）

の動画コンテンツ化の検討 

若年研５講座及び１説明の

動画コンテンツ作成（学習指導、

特別支援教育、生徒指導、人権教育、スト

レスマネジメント、教育課程 総則） 

受講者「研修のまとめ」 

①若年教員研修１年目（小） 

②若年教員研修１年目（中）         

③中堅教諭等資質向上研修（小） 

④中堅教諭等資質向上研修（中） 

⑤エキスパート教員研修 

⑥新任生徒指導主事研修 

⑦新任教務主任研修 

⑧新任校内研修担当者研修 

⑨新任進路指導主事研修 

⑩新任学年主任研修 

各研修会で受講者が記入した

「研修のまとめ」にある評定

尺度評価（１～４の４段階評

価）の平均点（４点満点）を算

出 

 

①⑴3.92 ⑵3.89 ⑶3.91 ⑷3.87 

②⑴3.87 ⑵3.88 ⑶3.78 ⑷3.80 

③⑴3.92 ⑵3.85 ⑶3.94 ⑷3.88 

④⑴3.83 ⑵3.74 ⑶3.77 ⑷3.85 

⑤３.６９ 

⑥３.６８ 

⑦３.６７ 

⑧３.５６ 

⑨３.５１ 

⑩３.６７ 

 

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 基本研修は、平成２９年４月に施行された教育公務員特例法等の一

部を改正する法律を受け、福岡県教職員研修協議会を通して平成３０

年３月２２日に策定された「福岡県教職員育成指標」に基づき、新た

な研修体系で実施されている。職責の遂行に必要な資質の向上を目的

とし、教職員の経験年数や職能に応じて、該当者が全員受講すべき必

修の研修である。初任者研修と中堅教諭等資質向上研修は、それぞれ

教育公務員特例法第２３条、２４条に定められた法定研修である。 

また、本県教職員の資質の向上を図るとともに、本県教育の充実・

発展に寄与するという基本研修の目的を持って、教育センターが主管

している研修であるため。 

事業の内容 

(妥当な内容であっ

たか) 

４ 義務基本研修の目的に沿って、研修内容を構成、実施した。教職員

の資質の向上を図るという目的を達成するために、研修内容に以下の

工夫を行うことは適切であった。 

〇受講者のキャリアステージに応じた研修内容を構成した。 

〇学力向上に向けた授業改善の方策が具体的に理解できるように



講義だけでなく、演習・模擬授業等を取り入れた。 

〇各教科等における資質・能力（知識・技能、思考力・判断力・表

現力等、学びに向かう力・人間性等）の育成をはじめ、きめ細や

かな指導の充実に関する研修内容を取り入れた。 

〇新任主任・主事研修においては、学校の教育目標（重点目標）を

達成するための職務と役割の理解を図り、学校に応じた運営を行

うことができる研修内容を取り入れた。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

４ 受講者による評価は、ほとんどが高い数値を示している。このこと

からも基本研修の効果は明らかであり、必要不可欠な事業であると考

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 

研修内容 受講者の評価の結果は高い数値を示してはいるものの、今後の国や県の

動向を踏まえながら、研修内容の見直し、充実を図る必要がある。 

①若年研修において、若年教員のニーズに応えることができる模擬授業等

を含めた演習・協議の充実に加えて、学習指導の基盤の一つでもある学習

規律等の指導を含めた内容を取り入れ、理解を深める必要がある。 

②校長の学校教育目標を具現化するため、ミドルリーダーの育成が喫緊の

課題である。中堅教諭等資質向上研修においても、教育に関する専門性と

ともに、対人関係能力の育成も含む主体的に組織運営にかかわる力を育

成する研修内容の工夫を行う必要がある。 

③教員として将来の目標を高く持てる意欲喚起、自身のキャリアに応じた

目的や方策を明確に持つことができる内容とする必要がある。 

④大量採用となっている今日、教員の資質・能力の確保・向上が喫緊の課題

である。特に、若年教員の社会性向上や心理的サポートなど多岐にわたる

研修及び支援体制を早急に行う必要がある。 

研修会の運営 ①一斉に集まる必要のない講義部分の反転研修への移行など、研修の効果

と効率を高める工夫を行う必要がある。 

②研修体系化に伴い、教育センターでの研修日数が増えたことから、義務制

指導主事の業務負担が増加する可能性が高い。部会員以外（小・中学校籍

指導主事）も基本的には運営に参加していく必要がある。 

③若年教員の実態の変化に対応することができるように、本庁及び教育事

務所等との情報共有、研修体制（講師招聘）の検討を随時行う必要がある。 

 

 

 

 

 



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 

研修内容 ①若年教員研修で実施している「学習指導の基本的な考え方」「生徒指導の

基本的な考え方」の中では、学習指導の基盤の一つである学習規律等の指

導を含めた内容を取り入れ、理解を深めることができるように改善を図

っている。 

〇福岡県教職員育成指標を基に研修シラバスを作成して、研修内容の系

統を明らかにし、研修内容及び構成についての検討を行っている。 

 

②中堅教諭等資質向上研修では、教育に関する専門性を高めるとともに、主

体的に組織運営にかかわる態度の育成を目指し、４日間の研修を通して

人材育成の視点を大切にした研修内容も充実させている。 

 

③福岡県教職員育成指標を基に、キャリアに応じた研修内容の更なる充実

を図り、教員としての目的や方策を明確に持つことができる研修を実施

する。 

 〇主体的に学び続ける教員の育成をめざし、福岡県教育委員会が教職員

として求められる資質・能力をキャリアステージごとに整理して策定

した福岡県教職員育成指標を基に、すべての研修において研修シラバ

スの作成・検討を行っている。 

 〇福岡県教職員育成指標を基に作成した研修シラバスを活用し、すべて

の研修において、研修開始時のオリエンテーションでは受講者と研修

の目的と方法を明確にしたり、研修後にはキャリアに応じて育成指標

の項目に沿った振り返りを行ったりしている。 

 

④初任者が抱える悩みを各教育事務所に対して情報提供し、各方面から支

援する体制づくりに努めている。 

 〇各教育事務所と連携した研修を行い、初任者の実態把握及び情報共有

を行う場を設定する。（小・中・義・特若年教員研修１年目研修２日目） 

 〇電子化した「研修アンケート」を活用した迅速な情報提供を行う。 

研修会の運営 ①動画コンテンツを取り入れた研修内容の改善を図ったり、サテライト研

修を継続して行ったりして、研究の効果と効率を高めるために、本庁及び

教育事務所と連携しながら研修内容及び運営方法の検討を行う。 

〇動画コンテンツを活用した若年教員研修の実施。 

  〔「学習指導の基本的な考え方」「特別支援教育の基本的な考え方」「生

徒指導の基本的な考え方」「人権教育の基本的な考え方」「ストレスマ

ネジメント研修」「教育課程説明（総則）」〕 

〇南筑後教育事務所において、新任校内研修担当者研修、新任学年主任研

修をサテライト方式で実施。 

〇研修の成果還元や内容の復習が可能な研修資料等をＨＰで配信。 



②研修後に振り返りとして受講者が行う「研修アンケート」や研修時の受付

の電子化を試行し、ＩＣＴ活用等の環境整備による効果的・効率的な研修

運営を行う。また、教育センターで行う研修が増加したことや、演習・協

議を多く取り入れるようにしたことから、義務基本研修部会員のみなら

ず、原則全指導主事（小・中学校籍）で運営を行っていくようにした。 

 

③新研修体系になってからの基本研修に関する成果と課題を本庁との連携

を図りながら情報を共有し、効率的・効果的な内容・方法について検証改

善を図る。 

 〇関係教育機関との定期的な連絡調整の場を設定。 

 〇若年研修は、各教育事務所を会場とし、教育事務所指導主事と連携して

研修を実施。（小学校２日目） 

〇研修アンケートの集約システム、各教育事務所への連絡経路の確立。 

 

  



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

（事業名）義務基本研修 

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 

小中学校の採用倍率が低下

する中、多様な教師が採用さ

れています。経験年数の少な

い教師には、具体的に教科の

本質に迫る体験的活動（フィ

ールドワーク、実験・観察等）

を多く取り入れていただき、

教科等の魅力を理解させ、教

師自身の学ぶ意欲を喚起させ

ていただきたい。 

△ 

次年度の基本研修は半日開

催での集合研修になることに

伴い、演習や協議等（具体的に

教科の本質に迫る体験的活動

を含む）の充実を図り、教員の

実践力の向上につながる内容

の検討を行っている。 

研修会の運営 

次年度も教育センター内で

研修を行えない場合も、若年

教員研修会は全ての研修で最

優先されるものと考えていま

す（縮減はやむを得ません

が）。学校で受講できる方法で

実施する場合、前述の研修資

料や研修動画を活用し、一部

の研修は学校の管理職や若年

研指導教員等に行っていただ

くことも可能と考えます。 

○ 

義務教育課の「令和３年度教

員の研修計画について〈市町村

（学校組合）立学校〉」に基づ

き、様々な状況下においても基

本研修を実施することができ

るように、研修内容や実施方法

の検討を行っている。具体的に

は、集合研修（半日）の実施及

び集合研修の基盤となる内容

の動画を所属校で視聴し研修

を行うオンライン研修を実施

する。 

研修アンケートの Web 入

力について、地教委で確認で

きるようにしてもらいたい。 
△ 

業務の負担軽減を考慮しな

がら、各教育事務所及び地教委

と Web 入力確認方法等の検討

を行う。 

動画コンテンツによる研修

は、今年のコロナ禍によらず、

研修対象者が主体的に学ぶた

めに有効なツール、方法であ

ると思います。今後のさらな

る充実を期待します。 
○ 

次年度からオンライン研修

として、ライブ型研修（所属校

等で設定した時間に講義等を

配信して行う研修）やオンデマ

ンド研修（所属校にて研修動画

を視聴して行う研修）を行う。

また、各研修において配布資料

を作成し、いつでも、誰でも見

ることができる資料の配信を

検討している。 

小中学校の研修内容につい

ては、特別支援学校で準ずる

教育課程により指導している

教員が学びたい内容です。パ

スワードが必要になる場合に

ついては希望する学校に教え

ていただけると助かります。 

○ 

HP から配信する動画等の資

料に係るパスワードは、各小中

学校（県立特別支援学校も含

む）に通知をする方向で検討し

ている。 

 


