
山梨県公立学校教員初任者研修実施要項 

 

１ 目 的 

初任者研修は，新任教員に対して，教育公務員特例法第２３条の規定に基づき，現職研修の一環

として，１年間の研修を実施し，実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させること

を目的とする。 

 

２ 対 象 

 (1) 初任者研修の対象となる新任教員（以下「初任者」という。）は別表のとおりとする。 

 (2) 山梨県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）又は，初任者が所属する学校を所管する

市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教育委員会」という。）は，その所管する学校の初任

者に対して，年間研修計画及び年間指導計画に従い，１年間の初任者研修を受けさせるものとする。 

 

３ 内 容 

  初任者研修の内容は，次のとおりとする。 

 (1) 初任者は，原則として学級，教科・科目等を担当するものとする。ただし，初任者の担当授業

時数や校務分掌を軽減することができるものとする。 

 (2) 初任者は，拠点校指導教員による指導（週１日で１日７時間・年間２１０時間以上）と校内指

導教員が中心となり全教職員が行う指導（週３日～４日の中で週３時間以上・年間９０時間以

上）を合わせた所属校における研修（年間３００時間以上）及び総合教育センター等における研

修（宿泊研修を含み，月１～２日以上 程度・年間２５日以上 程度）を受けるものとする。 

 

４ 実施主体等 

 (1) 初任者研修は，県教育委員会が実施する。 

 (2) 初任者研修は，市町村教育委員会の協力を得て実施する。 

 

５ 実施体制 

 (1)  県教育委員会はが設置する教員育成協議会において，次の事項について協議を行うため，初任

者研修実施協議会を設置する。 

① 年間研修計画 

② その他実施上の諸問題 

 (2)  県教育委員会は，当該市町村教育委員会や初任者の所属する学校に指導主事を派遣すること等

により，初任者研修の実施に必要な指導・助言等を行う。 

 

６ 年間研修計画 

 (1) 教育委員会は，年間研修計画を作成する。 

 (2) 年間研修計画においては，第３項に定める事項のほか，拠点校指導教員及び校内指導教員を中

心とする指導・助言による研修及び総合教育センター等における研修その他必要な事項を定める。 

 (3)  当該市町村教育委員会は，県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき，地域の実情に配慮

して，当該市町村における年間研修計画を作成する。 

 

７ 年間指導計画 

 (1) 初任者が所属する学校の校長は，県教育委員会又は，当該市町村教育委員会が作成する年間研

修計画に基づき，校内体制に配慮しつつ，拠点校指導教員及び校内指導教員の参画を得て，当該
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学校における年間指導計画を作成する。 

 (2) 年間指導計画においては，総合教育センター等における研修との関連に配慮して，所属校にお

ける拠点校指導教員及び校内指導教員を中心とする指導・助言による研修の項目及び時期，その

他必要な事項を定めるものとする。 

   なお，拠点校指導教員及び校内指導教員を中心とする指導・助言による研修が円滑に実施でき

るよう，研修の項目については，できる限り，あらかじめ週時程に組み入れる。 

   この場合，授業研究指導が十分に行われるように配慮する。 

 

８ 指導教員（拠点校指導教員及び校内指導教員） 

 (1) 拠点校指導教員については，県教育委員会において，別途定めるものとする。  

 (2) 校内指導教員は，当該学校の教頭又は教諭の中から，校長の意見を聴いて，当該学校を所管す

る教育委員会が命じる。 

 (3)  校長は，校内指導教員による初任者に対する指導・助言が円滑に実施できるようにするため，

校内指導教員の担当授業時数や校務分掌を軽減することができる。 

 (4) 拠点校指導教員及び校内指導教員の配置等については，次のとおりとする。 

① 拠点校指導教員を，初任者４人に対して１人の割合で配置し，初任者配置校に出向いて初任

者を専門的に指導・支援する。 

 ただし，拠点校指導教員の配置の困難なへき地校等については，拠点校方式の１割を限度と

して非常勤講師１人を配置する。 

② 拠点校指導教員は当該配置校において校務分掌上に明記する。 

③ 拠点校方式による拠点校指導教員と校内指導教員は，連携を図りながら当該学校の年間指導

計画を作成し，初任者に必要な指導を行うものとする。 

④ 校内指導教員は，校内研修の円滑な運営のためにコーディネーター役として，他の教職員と

連携し，全教職員が初任者研修にかかわるよう，初任者に必要な研修分野を分担して指導を行

うものとする。 

 

９ 非常勤講師 

 【県立学校】（県立の特別支援学校の小学部・中学部） 

 県教育委員会は，初任者の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤講師を任命

し，指導教員の所属する学校に勤務することを命じる。 

 【市町村（組合）立学校（以下「市町村立学校」という。）】 

 (1)  県教育委員会は，初任者の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤職員を任命

し，市町村教育委員会に派遣するものとする。 

 (2)  市町村教育委員会は，当該非常勤職員を非常勤講師に任命し，初任者の所属する学校に勤務す

ることを命じる。 

 (3)  県教育委員会は，当該非常勤講師の報酬，その他の給付及び旅費を負担する。 

 

10 校内体制 

 (1)  校長は，初任者に対する学校全体としての協同的な指導体制を確立するため，初任者の研修の

実施体制を校務分掌組織として位置付ける。 

 (2) 校長及び教頭は，年間指導計画に従い，研修項目に応じて，初任者の指導・助言に当たる。 

 (3) 拠点校指導教員及び校内指導教員は，校長及び教頭の指導の下に年間指導計画に従い１年間，

初任者に対して指導・助言を行う。 

 (4) 拠点校指導教員及び校内指導教員は，校長，教頭及び指導教員以外の教員による初任者に対す

る指導・助言の状況を把握し，年間を通して系統的，組織的な研修が行えるようにする。 



 (5) 拠点校指導教員及び校内指導教員以外の教員は，校長及び教頭の指導の下に，年間指導計画に

従い，拠点校指導教員及び校内指導教員と連携しつつ，校内指導教員の職務を補充して，初任者

の指導・助言に当たる。 

 (6) 校長は，初任者が総合教育センター等における研修を受ける間，その授業が後補充非常勤講師

等によって，適切に行われるように配慮する。 

 

11 校長等連絡協議会 

 (1) 当該学校の校長等は，校長等連絡協議会に参加する。 

 (2) 校長等連絡協議会は，初任者研修を円滑に実施するために参考となる資料，情報の収集に努め

る。 

  

12 拠点校指導教員等連絡協議会 

  初任者研修を円滑かつ効果的に実施するために拠点校指導教員等連絡協議会を開催するものと

する。 

 

13 年間指導計画書及び指導報告書等 

 (1) 校長は，当該学校における年間指導計画及び指導報告書を当該学校を所管する教育委員会に提

出する。 

 (2) 市町村教育委員会は，当該市町村における年間研修計画及び研修報告書を県教育委員会に提出

する。 

   この場合，市町村教育委員会は，当該学校の校長が作成する年間指導計画書及び指導報告書を

添付する。 

 

14 補 則 

 この要項で定めるもののほか，実施に関し，必要な事項は別に定めるものとする。 

   附 則 

１ この要項は，平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要項は，「３ 内容」を改定して平成１６年４月１日から施行する。 

３ この要項は，「１ 目的」を改定して平成１７年４月１日から施行する。 

４ この要項は，「８ 指導教員」を改定して平成１８年４月１日から施行する。 

５ この要項は，学校教育法の改定により「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」と変更して平

成１９年４月１日から施行する。 

６ この要項は，「３ 内容」及び「５ 実施体制」を改定して平成３０年４月１日から施行す

る。 

別 表 

     初任者研修の対象となる新任教員 

年  度 対       象 対 象 外 

平成元年度以降 小学校に採用された新任教員          県教育委員会におい

て，初任者研修を受

ける必要がないと認

めた新任教員 

 

 

平成２年度以降 小学校・中学校に採用された新任教員      

平成３年度以降 小学校・中学校・高等学校に採用された新任教員 

平成４年度以降 

  

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（旧特殊教育諸

学校）に採用された新任教員（全校種における完全実施） 

 



平成30年度初任者研修年間研修計画 

 
年間研修項目（例）   ＊が付いている項目は，総合教育センター等の校外研修で行うもの。 

基礎的素養 学級経営 教科指導 

1 公教育の役割と諸課題の解決に向けた取組 
・公教育と使命 ＊  
・教育改革と学校教育の現状 ＊  

・関係法令と学校目標の実現  
・社会教育，家庭教育との関連  
・教育施策や事業の展開 

2 学習指導要領と教育課程の編成  
・実施並びに評価 ＊  
・学習指導要領の法的位置と基準性 ＊  

・学習指導要領と教育課程の編成実施 ＊ 
3 学校教育目標の具現化に向けた取組 
・学校教育目標と目指す児童生徒像  

・学校教育目標と学校経営 
・学校教育目標と指導計画  
・学校教育目標と教育活動  

・学校目標と学校評価 
4 教員の勤務と公務員としての在り方  
・服務，義務 ＊  

・勤務と給与  
・人事異動  
5 学校の組織運営  

・関係法令と学校組織  
・校務分掌とその機能 
・教育環境の整備  

・開かれた学校づくり  
・PTCAの運営  
・安全管理・事故防止 

6 教員研修と教員としての生き方在リ方  
・教員としての心構え ＊  
・教職観の涵養 ＊  

・研修と自己成長  
・校内研修・研究への参画 
7 教育課題の解決に向けた取組  

・キャリア教育 

・人権教育  
・環境教育  

・情報化等への対応 ＊  
・国際化等への対応  
・学校保健，安全指導の進め方  

・食の指導の進め方（給食指導含む） 
8 特別支援教育の制度と具体的な取組 
・特別支援教育の推進 ＊   

9 教育機関や企業等における体験を通した

研修 
・体験研修 ＊  

・課題研究 
10 研修の総括 
・初任者研修の総括 ＊  

11 センター独自 
・博物館研修 ＊  
・地域と教育 ＊ 

1 学級経営の意義 

・学級経営の内容と果たす役割＊ 

・学級経営案の作成と活用  

・学級経営と学年経営  

 

 

2 学級経営の実際と工夫  

・学級の組織づくり  

・教室環境づくり  

・児童生徒による活動の運営  

・児童生徒とのかかわり方  

・学級集団づくり ＊  

・日常の指導  

 

 

3 保護者と連携を図った学

級経営  

・授業参観と保護者会 

・学級通信  

・保護者への助言 

 

 

4 学級事務の処理  

・年度当初，各学期当初の学級

事務  

・成績等にかかわる諸表簿の作

成などの学級事務  

・各学期末，年度末の学級事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 基礎技術に関する研修  

・教科指導の基礎技術 ＊ 

 

 

2 授業の進め方に関する研修

・授業実践に関する技術  

・指導案の作成 ＊  

・授業における児童生徒理解  

・授業の診断と記録の分析  

・教材研究の方法と実際 ＊ 

・教材研究の進め方  

・テストの作成と評価の在り方 

・教科指導と情報機器の活用 ＊ 

・授業の分析と診断 ＊  

・個に応じた学習指導の進め方 

・学習指導と評価の要点 ＊ 

・教材・教具の作成と活用の仕

方 

・授業の反省と評価  

・年間指導計画の作成  

 

 

3 授業参観に関する研修 

・示範授業参観の視点 

 

 

4 授業研究に関する研修  

・授業研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

道 徳 特別活動 総合的な学習の時間 生徒指導・進路指導 

1 道徳教育の基礎的理

解に関する研修  

・道徳教育の目標や意義 ＊ 

・学校，地域の基本方針 

・道徳教育の諸計画の意義

とその作成 ＊  

・他教科領域等における道

徳教育   

 

 

2 道徳の時間の指導に

関する研修 

・道徳の主題構想と資料研究 

・道徳学習指導案の作成 

・道徳における評価の在り方 

・示範授業参観 ＊  

・道徳の授業研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 特別活動の教育的意義 

・特別活動の目標 ＊  

・特別活動の内容 ＊  

・特別活動の特質 ＊   

 

 

2 特別活動の指導計画と授

業の実際 

・全体の指導計画と年間指導計

画  

・指導計画の作成と授業の実際 

・特別活動を要とし，各教科等

の特質に応じたキャリア教育

の充実 

・学級活動(1)の指導計画の作

成と授業の実際  

・学級活動(2)，(3)の指導計画

の作成と授業の実際  

 

 

3 学級活動の指導と評価の

工夫改善  

・学級活動(l)の指導と評価の

工夫  

・計画委員会の指導と評価の工

夫  

・係の活動の指導と評価の工夫 

・集会の活動の指導と評価の工

夫  

・学級活動(2)，(3)の指導と評

価の工夫 

 

 

4 児童会活動，クラブ活動，

学校行事の指導と評価の工

夫改善  

・児童会活動，生徒会活動  

・クラブ活動  

・学校行事  

・集団宿泊体験 ＊ 

 

1 趣旨・ねらいに関

する研修 

・総合的な学習の時間の

趣旨 ＊  

・総合的な学習の時間の

ねらい ＊  

 

 

2 全体計画の作成に

関する研修 

・総合的な学習の時間の

全体計画 ＊ 

 

 

3 学習活動の進め方

に関する研修 

・学習活動の進め方 

 

 

4 評価に関する研修 

・総合的な学習の時間の

評価 ＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 生徒指導 

・生徒指導の意義 ＊  

・児童生徒理解の内容と方

法 ＊  

・教員と児童生徒の人間関

係  

・児童生徒のほめ方・しか

り方 

・ガイダンスの機能と教育

相談の充実 ＊  

・社会奉仕体験活動等，体

験活動の意義と進め方  

・児童生徒の健全育成の取

組  

・問題行動等に関する事例

研究 ＊  

・学校における生徒指導体

制  

・生徒指導の反省と評価 

  

 

2 進路指導  

・進路指導の展開と事例研

究  

・進路指導の意義 ＊  

・進路情報の収集と活用  

・職業や進路にかかわる啓

発的な体験活動の指導の

実際 ＊  

・学校における進路指導体

制  

・ガイダンスの機能と教育

相談の充実  

・家庭，地域や関係機関と

の連携  

・進路指導の反省と評価 

 

 

※「外国語活動」については，各小学校長の判断により，一般研修の他研修項目の時間から，適切な時間を

割り当てて実施することも可能である。ただし，その場合の時数（計画，報告）は割り当てた時間のもと

である項目の時数として数えることとする。 

 

 

  



市町村（組合）教育委員会における年間研修計画 （例） 
                                     
                                     
 

              教育委員会  

 

学期・月 研 修 分 野 研   修   項   目   例 

一  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

４月 

 基礎的素養に関するもの   

 学級経営に関するもの     

 教科指導に関するもの    

・教員としての心構え        ・教育公務員の勤務と給与 
・学校教育目標と学校経営      ・学校教育目標と目指す児童生徒像 
・学校教育目標と指導計画      ・学校教育目標と教育活動 
・校務分掌とその機能        ・開かれた学校づくり 
・ＰＴＣＡの運営           
・学級経営案の作成と活用      ・学級の組織づくり 
・児童生徒とのかかわり方      ・年度当初の学級事務 
・授業参観と保護者会 
・年間指導計画の作成        ・示範授業参観の視点と授業研究(1) 
・テストの作成と評価の在り方 

５月 

 基礎的素養に関するもの   

 教科指導に関するもの     

 道徳に関するもの       

 特別活動に関するもの    

  総合的な学習の時間に関するもの 

・学校保健，安全指導の進め方    ・校内研修・研究への参画 
・自己課題研究の進め方 
・教材研究の進め方         ・教材研究の方法と実際 
・授業実践に関する技術①・②    ・指導案の作成 
・示範授業参観の視点と授業研究(2)  ・授業の診断と記録の分析 
・道徳教育の目標や意義       ・道徳の主題構想と資料研究 
・道徳学習指導案の作成       ・特別活動の目標，内容 
・全体の指導計画と年間指導計画   ・キャリア教育の要としての特別活動 
・学級活動(1)の指導計画の作成と授業の実際 
・総合的な学習の時間の趣旨     ・総合的な学習の時間のねらい 

６月 

 学級経営に関するもの   

 教科指導に関するもの     

 特別活動に関するもの    

  総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの  

・学級集団づくり          ・成績等にかかわる諸表簿の作成 
・学級通信の作り方         ・学級経営と学年経営 
・示範授業参観の視点と授業研究(3)  ・授業の分析と診断 
・学習指導と評価の要点 
・学級活動(2)(3)の指導計画の作成と授業の実際 
・児童会活動，生徒会活動，クラブ活動の指導の工夫改善   
・総合的な学習の時間の全体計画   ・学習活動の進め方    
・生徒指導の意義                    ・児童生徒理解の内容と方法 
・教員と児童生徒の人間関係 

７月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 特別活動に関するもの    

・教室環境づくり          ・一学期末の学級事務 
・一学期末の学級経営の評価 
・示範授業参観の視点と授業研究(4) 
・学級活動(1)の指導と評価の工夫   ・係の活動の指導と評価の工夫 

夏季休業                 ・自己課題研究の中間まとめ                       

二  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

９月 

 基礎的素養に関するもの   

 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの     

 特別活動に関するもの    

・教育環境の整備          ・研修と自己成長 
・二学期の学級経営案の作成と活用  ・児童生徒による活動の運営 
・指導案の作成           ・示範授業参観の視点と授業研究(5) 
・教科指導と情報機器の活用    
・児童会活動，生徒会活動，学校行事の評価の工夫改善 

10月 

 基礎的素養に関するもの   

 教科指導に関するもの          

 道徳に関するもの      

 特別活動に関するもの    

 総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・学校目標と学校評価        ・社会教育，家庭教育との関連 
・教材・教具の作成と活用の仕方 
・示範授業参観の視点と授業研究(6)  ・授業における児童生徒理解 
・道徳における評価の在り方     ・示範授業参観    
・計画委員会の指導と評価の工夫   ・学級活動(2)(3)の指導と評価の工夫 
・学習活動の進め方 
・学校における生徒指導体制     ・児童生徒のほめ方・しかり方 

11月
 

 学級経営に関するもの 

 教科指導に関するもの     

 道徳に関するもの      

 特別活動に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・日常の指導            ・保護者への助言 
・個に応じた学習指導の進め方    ・指導案の作成 
・示範授業参観の視点と授業研究(7) 
・示範授業参観           ・道徳の授業研究① 
・学級活動(1)の授業の実際      ・学級活動(2)(3)の授業の実際 
・ガイダンスの機能と教育相談の充実 ・問題行動等に関する事例研究   

12月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・二学期末の学級事務        ・二学期の学級経営の評価 
・教材研究の進め方         ・指導案の作成  
・示範授業参観の視点と授業研究(8) 
・進路指導の意義          ・学校における進路指導体制 

冬季休業                 ・自己課題研究の中間まとめ                       

三  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

１月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの   

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・三学期の学級経営案の作成と活用  ・日常の指導 
・教材研究の進め方         ・指導案の作成         
・示範授業参観の視点と授業研究(9) 
・進路情報の収集と活用       ・キャリアガイダンスの機能 

２月
 

 教科指導に関するもの    

 道徳に関するもの     

 総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・授業の診断と記録の分析      ・指導案の作成 
・授業研究(10) 
・示範授業参観           ・道徳の授業研究② 
・道徳授業の反省と評価   
・総合的な学習の時間の評価 
・問題行動に関する事例研究     ・児童生徒の健全育成の取組 

３月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 特別活動に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・学級経営の反省と評価       ・年度末の学級事務 
・授業の診断と記録の分析      ・授業の反省と評価 
・特別活動の反省と評価        
・生徒指導・進路指導の反省と評価 

  
                ・自己課題研究のまとめ            



所属校における年間指導計画 （例） 

 

学 

期 
月 学校行事等 指  導  項  目 

担   当 

日(曜) 拠点校指導教員 日(曜) 校内指導教員等 時 間 

一  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

４

月 

・入学式   

・始業式   

・職員会議  

・発育測定  

・健康診断  

・新入生歓迎会 

・学年部会  

・ＰＴＡ総会 

・学年総会  

・家庭訪問  

・校内研修  

 

１ 基礎的素養             
・教員としての心構え 
・教育公務員の勤務と給与 

 ・学校教育目標と学校経営 
 ・学校教育目標と目指す児童生徒像 

 

  ４時間  校  長  １時間 

２ 基礎的素養             

 ・学校教育目標と指導計画 

 ・学校教育目標と教育活動 

 

  ２時間  校内指導教員  １時間 

３ 学級経営              

 ・学級経営案の作成と活用 

 ・学級の組織づくり 

 ・児童生徒とのかかわり方   

 

  ４時間    

４ 基礎的素養             

 ・校務分掌とその機能   

・開かれた学校づくり 

 ・ＰＴＣＡの運営         

 

  ２時間  教  頭  １時間 

５ 教科指導              

 ・年間指導計画の作成 

 ・示範授業参観の視点と授業研究(1) 

 ・テストの作成と評価の在り方 

 

  ４時間  校内指導教員  ４時間 

６ 学級経営              

 ・年度当初の学級事務   

 ・授業参観と保護者会 

 

  ２時間  学年主任  １時間   

５

月 

・児童生徒総会 

・遠足，修学旅行 

・結核検診  

・歯科検診  

・交通安全教室 

・中間テスト 

１ 教科指導              

 ・教材研究の進め方 

 ・授業実践に関する技術① 

   ４時間  校内指導教員  １時間 

２ 特別活動              

 ・特別活動の目標，内容 

 ・全体の指導計画と年間指導計画 

・キャリア教育の要としての特別活動 

 ・学級活動(1)の指導計画の作成と授業の実際 

   ３時間  特活主任   １時間 

３ 教科指導              

 ・指導案の作成 

 ・示範授業参観の視点と授業研究(2) 

   １時間  校内指導教員  ４時間 

４ 基礎的素養             

 ・学校保健，安全指導の進め方 

 ・校内研修・研究への参画 

 ・自己課題研究の進め方        

   ５時間    

５ 教科指導              

 ・授業実践に関する技術② 

 ・授業の診断と記録の分析 

   ３時間  校内指導教員  ２時間 

６ 道徳                
 ・道徳教育の目標や意義 
 ・道徳の主題構想と資料研究  
 ・道徳学習指導案の作成  

   ２時間  道徳主任  １時間 

７ 総合的な学習の時間 

 ・総合的な学習の時間の趣旨 

 ・総合的な学習の時間のねらい 

   ２時間    

８ 教科指導             

 ・教材研究の方法と実際  

 ・指導案の作成         

   ４時間  校内指導教員  １時間 

６

月 

・虫歯予防講話 

・総合体育大会 

・進路講話 

１ 特別活動              
 ・学級活動(2)(3)の指導計画の作成と授業の実際 

 ・児童会活動，生徒会活動，クラブ活動の指導

の工夫改善   

   ３時間    

２ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(3) 
   ２時間  校内指導教員  ４時間 

３ 学級経営              

 ・学級集団づくり 
 ・成績等にかかわる諸表簿の作成  

 ・学級通信の作り方          

   ５時間    

４ 教科指導              
 ・授業の分析と診断    

   ４時間  校内指導教員   ２時間 

５ 生徒指導・進路指導   

 ・生徒指導の意義  

 ・児童生徒理解の内容と方法 
 ・教員と児童生徒の人間関係 

   ４時間  生徒指導主任  １時間 

６ 総合的な学習の時間   

 ・総合的な学習の時間の全体計画 
 ・学習活動の進め方 

   ２時間  校内指導教員  １時間 

７ 教科指導              

 ・学習指導と評価の要点      
   ３時間  校内指導教員  ３時間 

８ 学級経営              

 ・学級経営と学年経営        
   ２時間  学年主任  １時間 

                         学 校  初 任 者  



 

７

月 

・プ－ル開き 

・児童生徒総会  

・期末テスト 

・学級懇談会 

・終業式   

１ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(4) 
   ３時間  校内指導教員   ５時間 

２ 学級経営              

 ・教室環境づくり      

 ・一学期末の学級事務 

 ・一学期末の学級経営の評価 

   ５時間    

３ 特別活動              

 ・学級活動(1)の指導と評価の工夫 

 ・係の活動の指導と評価の工夫 

   ３時間    

一学期の指導時数の合計  ７８時間   ３５時間 

 

     夏季休業    自己課題研修の中間まとめ                               

二  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

９

月 

・始業式   

・水泳記録会 

・身体測定  

・視力検査  

・防災訓練  

・運動会 

・学園祭   

１ 学級経営              

 ・二学期の学級経営案の作成と活用 

 ・児童生徒による活動の運営 

 

  ５時間    

２ 教科指導              

 ・指導案の作成 

 
   １時間  校内指導教員  ３時間 

３ 基礎的素養            

 ・教育環境の整備 

 ・研修と自己成長        

 

   ４時間    

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(5) 

 
  １時間  校内指導教員   ３時間 

５ 教科指導              

 ・教科指導と情報機器の活用    

 
   ３時間  

視聴覚主任 

校内指導教員 
  ２時間 

６ 特別活動              

 ・児童会活動，生徒会活動，学校行事の評価の

工夫改善 

 

   ４時間    

10

月 

・ｽﾎﾟーﾂﾃｽﾄ  

・遠足    

・読書週間  

・中間テスト 

・新人体育大会 

１ 道徳                

 ・示範授業参観 

 ・道徳における評価の在り方 

    ２時間  道徳主任   １時間 

２ 教科指導              

 ・教材・教具の作成と活用の仕方    
    ３時間  校内指導教員   ２時間 

３ 特別活動              

 ・計画委員会の指導と評価の工夫 

 ・学級活動(2)(3)の指導と評価の工夫 

     ３時間    

４ 生徒指導・進路指導 

 ・学校における生徒指導体制  

 ・児童生徒のほめ方・しかり方 

     ３時間  生徒指導主任 １時間   

５ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(6) 
    ２時間  校内指導教員   ４時間 

６ 総合的な学習の時間      

 ・学習活動の進め方 
    ３時間    

７ 基礎的素養             

 ・学校目標と学校評価 

 ・社会教育，家庭教育との関連   

     ４時間  教  頭  １時間    

８ 教科指導              

 ・授業における児童生徒理解      
    ４時間  校内指導教員   １時間 

11

月 

・全校一斉読書 

・競歩大会  

・音楽鑑賞会 

・合唱コンクール 

１ 道徳                 

・示範授業参観 

 ・道徳の授業研究① 

    ４時間    

２ 教科指導              

 ・個に応じた学習指導の進め方 

 ・指導案の作成         

     ５時間  校内指導教員  ４時間    

３ 特別活動              

 ・学級活動(1)の授業の実際 

 ・学級活動(2)(3)の授業の実際 

     ３時間    

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(7) 
    ４時間  校内指導教員   ５時間 

５ 生徒指導・進路指導   

 ・ガイダンスの機能と教育相談の充実 

 ・問題行動等に関する事例研究     

     ３時間  生徒指導主任  １時間 

６ 学級経営  

 ・日常の指導   

 ・保護者への助言   

    ５時間    

12

月 

・避難訓練  

・児童生徒総会 

・期末テスト 

・個別懇談 

・終業式   

１ 教科指導              

 ・教材研究の進め方          

 ・指導案の作成  

     ４時間  校内指導教員  ２時間 

２ 生徒指導・進路指導  

 ・進路指導の意義  

 ・学校における進路指導体制  

     ４時間    

３ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(8) 
   ３時間  校内指導教員   ４時間 

４ 学級経営              

 ・二学期末の学級事務 

 ・二学期の学級経営の評価 

     ６時間    

        二学期の指導時数の合計         ８３時間   ３４時間 



 

     冬季休業    自己課題研修の中間まとめ 

三  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

１

月 

・始業式   

・スキ－教室 

・身体測定  

       

１ 学級経営             

 ・三学期の学級経営案の作成と活用 

 ・日常の指導 

 

   ４時間    

２ 教科指導              

 ・教材研究の進め方          

 ・指導案の作成         

 

   ４時間  校内指導教員   １時間 

３ 生徒指導・進路指導 

 ・進路情報の収集と活用 

 ・キャリアガイダンスの機能 

 

  ３時間  進路指導主事   １時間 

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(9) 

 
  ２時間  校内指導教員   ４時間 

２

月 

・新入生一日入学

  

１ 道徳                

 ・示範授業参観 

 ・道徳の授業研究② 

 

   ４時間    

２ 教科指導              

 ・授業の診断と記録の分析      

 
   ３時間  視聴覚主任   １時間 

３ 生徒指導・進路指導 

 ・問題行動に関する事例研究 

 
   ３時間  生徒指導主任   １時間 

４ 教科指導             

 ・指導案の作成         

 
   ２時間  校内指導教員   ４時間 

５ 総合的な学習の時間 

 ・総合的な学習の時間の評価 

 
   ２時間    

６ 生徒指導・進路指導 

 ・児童生徒の健全育成の取組 

 
   ３時間    

７ 教科指導             

 ・授業研究(10) 

 
   ２時間  校内指導教員   ４時間 

８ 道徳               

 ・道徳授業の反省と評価     

 
   ４時間    

３

月 

・期末テスト 

・卒業生を送る会 

・卒業式   

・修了式   

    

１ 特別活動         

 ・特別活動の反省と評価       

 
   ２時間    

２ 生徒指導・進路指導 

  ・生徒指導・進路指導の反省と評価 

 
    ２時間    

３ 教科指導          

 ・授業の診断と記録の分析    

 
   ３時間  校内指導教員   ２時間 

４ 学級経営              

 ・年度末の学級事務 

 ・学級経営の反省と評価        

 

   ４時間  学年主任   １時間 

５ 教科指導              

 ・授業の反省と評価          

 
   ２時間  校内指導教員   ２時間 

        三学期の指導時数の合計       
 

  ４９時間   ２１時間 

        一年間の指導時数の合計       
 

２１０時間   ９０時間 

自己課題研究のまとめ 

 

［研修分野の内訳］                   

   【一般研修】                 【教科研修】 
 

 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

 
 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

基礎的素養   ２１時間   ４時間  ２５時間 教科指導 ７６時間 ７４時間 １５０時間 

学級経営   ４２時間     ３時間  ４５時間 ※「外国語活動」については，各小学校長の判断によ

り，一般研修の他研修項目の時間から，適切な時間

を割り当てて実施することも可能である。ただし，

その場合の時数（計画，報告）は割り当てた時間の

もとである項目の時数として数えることとする。 

道徳   １６時間     ２時間  １８時間 

特別活動   ２１時間     １時間  ２２時間 

総合的な学習の時間    ９時間     １時間  １０時間 

生徒指導・進路指導   ２５時間     ５時間  ３０時間 

  計 １３４時間   １６時間 １５０時間 

                                                                   

   【学期別】 

 

 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

※この計画の内容の配列等は，あくまでも例である。

各学校で，学校，地域，初任者等の実態や指導の適

時性に配慮し，実践的な研修が行われるよう計画す

ることが望まれる。 

 

一学期   ７８時間  ３５時間 １１３時間 

二学期   ８３時間   ３４時間 １１７時間 

三学期   ４９時間   ２１時間  ７０時間 

  計 ２１０時間   ９０時間 ３００時間 



 



平成３０年度　初任者研修　総合教育センターにおける研修計画について

運営の基本方針

（１）文部科学省で示している7つの分野（基礎的素養・学級経営・教科指導・道徳・特別活動・総合的な学習の時間・生徒指導・進路指導）を中心に行う。

（２）山梨県キャリアステージにおける教員等育成指標で示している求められる資質・能力に基づいて行う。

（３）体験活動・情報交換を重視し、校種の枠を超えて課題等を協議できる機会とする。

（４）主体的・自主的な研修態度を育成する。

やまなし教員等育成指標の分野

研修分野 研修項目 求める資質・能力 実施日時 研修内容 研修時間

1公教育の役割と諸課題の解決に向けた取組 教職としての素養、教員としての専門性 4月13日 学校教育の現状と課題 1.0

2学習指導要領と教育課程の編成 学習指導 4月27日 学習指導要領と評価 1.5

3学校教育目標の具現化に向けた取組 学校運営（教育課程）

4教員の勤務と公務員としての在り方 教職としての素養 教育公務員の服務 1.0

5学校の組織運営 学校運営全般 初任者としての学校運営への参画 1.0

6教員研修と教員としての生き方在り方 教職としての素養、学校運営（研修） 社会人としての接遇の在り方 1.0

教育課題の解決に向けた取組

①人権教育 生徒指導（児童生徒理解、道徳性の涵養） 6月1日 人権教育 1.5

②環境教育 学習指導 6月1日 教科指導法１ 3.0

夏期休業中 教科指導法２・３ 12.0

新たな教育課題（情報教育の推進） 4月27日 授業でのICTの活用 1.0

6月29日 情報に関する危機管理 1.5

1月11日 情報技術実践（ICT活用授業実践報告） 5.5

④教育の国際化への対応 新たな教育課題（グローバル化への対応） 任意の2日 地域と教育 12.0

⑤学校保健、安全指導の進め方 学校運営（学校安全） 健康教育　保健安全 1.5

⑥食に関する指導の進め方（含む給食指導） 健康教育　食育 1.5

⑦その他教育課題への対応

生徒指導（児童生徒理解）、特別支援教育 4月27日 特別支援教育基礎 1.5

5月18日 特別支援学校参観 6.0

学校運営（連携・協働、研修） 11月16日 福祉とボランティア 6.0

11月16日 企業等体験研修 6.0

10月19日 博物館等の学校教育への活用の仕方 3.0

教職としての素養、教員としての専門性 初任者研修の成果と課題 2.5

初任者の今後に期待すること 1.0

1学級経営の意義 生徒指導（学級経営） 学級経営の基本的な考え方

2学級経営の実際と工夫 学級経営の実際と課題

3保護者と連携を図った学級経営

4学級事務の処理

1基礎技術に関する研修 学習指導 6月1日 教科指導法１ 3.0

2授業の進め方に関する研修 夏期休業中 教科指導法２・３ 12.0

3授業参観に関する研修

4授業研究に関する研修

1道徳教育の基礎的理解に関する研修 生徒指導（道徳性の涵養） 道徳教育の意義と進め方 2.5

2道徳の時間の指導に関する研修 道徳教育　授業づくり 3.5

1特別活動の教育的意義 学習指導 6月15日 特別活動の意義と進め方 1.5

2特別活動の指導計画と授業の実際 生徒指導 8月6日 防災教育の意義と進め方 3.0

3学級活動の指導と評価の工夫改善 学校運営（教育課程）

6月１日，1５日，２９日 宿泊研修事前研修 4.0

宿泊研修 2泊3日

　校外学習等の引率の心構え 1.0

　野外炊事の実際 2.5

　自然観察の実際と指導法 5.0

　ストレスマネジメント 1.0

　今までの実践を振り返っての情報交換会 1.5

　研修のまとめ 1.5

1趣旨・ねらいに関する研修 学習指導

2全体計画の作成に関する研修 キャリア教育

3学習活動の進め方に関する研修

4評価に関する研修

生徒指導 4月27日 生徒指導の意義と進め方 1.5

教育相談の意義と進め方 2.5

教育相談基礎演習 3.0

キャリア教育 キャリア教育 1.0

キャリア教育の進め方 1.5

1.5

1.0

総合的な学習の時間の実際 1.0

4月13日

8月16日

児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行
事の指導と評価の工夫改善

前団
7月26日
～2７日

後団
7月30日
～31日

文部科学省が示している分野・項目 総合教育センターにおいて計画した研修

基礎的要素

10

4月13日

6月29日

1月25日

③教育の情報化等への対応

特別支援教育の制度と具体的な取組

生徒指導

進路指導

総合的な学習の時間の意義と進め方

10月19日

8月6日

6月15日

生徒指導
進路指導

1

2

学級経営

教科指導

道徳

総合的な学
習の時間

4

特別活動

教育機関や企業等における体験を通した研修

研修の総括

7

8

9



平成３０年度

小 中 高 特 養 栄

開講式 開講式　　　講話（義務教育課長）

教育公務員の服務 教育公務員の服務　　　研修の概要オリエンテーション

学校運営への参画 初任者としての学校運営への参画　研修申込について

学級経営 【小・中・高】学級経営の理論と実践　　　【特】新任教員の心構え

養護教諭専門１ 健康管理

栄養教諭専門１ 栄養教諭の役割

接遇 社会人としての接遇の在り方

学習指導要領 学習指導要領と学習評価

授業でのＩＣＴの活用 授業における情報教育機器の効果的な活用の仕方

生徒指導 生徒指導の意義と進め方

養護教諭専門２・３ 養護教諭のための情報処理　　　学級活動における保健指導

栄養教諭専門２・３ 栄養管理　　　学級活動における食に関する指導

特別支援教育基礎 特別支援教育の現状と今後の課題

教科指導法１
【小】国・社・算・理の指導法（選択履修）
【中・高】教科別　　　　【特】小・中・高の教科選択

養護教諭専門４ 保健室での関わり

栄養教諭専門４ 食に関する指導の在り方

人権教育 人権教育の意義と進め方（いじめ・体罰を含む）

宿泊研修事前Ⅰ 宿泊研修事前研修Ⅰ

キャリア教育 キャリア教育の意義と進め方

特別活動 特別活動の意義と進め方

養護教諭専門５・６ 食物アレルギー対応 他　　　食物アレルギー緊急時対応

栄養教諭専門５・６ 食物アレルギー対応 他　　　学校給食の活用

宿泊研修事前Ⅱ 宿泊研修事前研修Ⅱ

危機管理 ～情報～ 情報に関する危機管理

健康教育 ～食育～ 食育の意義と進め方

健康教育 ～保健・安全～ 健康教育の意義と進め方

宿泊研修事前Ⅲ 宿泊研修事前研修Ⅲ

7078079071007110712077/26（木）宿泊研修1（前団）
入所のつどい　　　校外学習等の引率の心構え
野外炊事の実際　　　ストレスマネジメント

7088089081008110812087/27（金）宿泊研修２（前団） 自然観察活動の実際と指導法　　　研修のまとめ　　　退所のつどい

7078079071007110712077/30（月）宿泊研修1（後団）
入所のつどい　　　校外学習等の引率の心構え
野外炊事の実際　　　ストレスマネジメント

7088089081008110812087/31（火）宿泊研修２（後団） 自然観察活動の実際と指導法　　　研修のまとめ　　　退所のつどい

学校教育相談 教育相談の意義と進め方　　　教育相談基礎演習

防災教育の意義と進め方 防災教育の意義と進め方

道徳教育 道徳教育の意義と進め方　　　授業づくり

養護教諭専門８・９ 健康管理・食物アレルギーについて　　　歯科保健の進め方

栄養教諭専門８ 衛生管理

養護教諭専門７
研修番号(246)　「養護教諭が行うフィジカルケア」研修を履修　　8月17日
（木）

栄養教諭専門７ 研修番号(303)　「食育」研修を履修　　8月2日（水）

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間の意義と進め方
総合教育
センター

博学連携 博物館等への訪問（5施設）と学校教育への活用の仕方 各会場

小：企業等体験 民間企業等体験研修（市教委・各事務所ごと） 県内企業
市教委
各事務所

中高特：福祉とボランティ
ア

福祉施設等への訪問体験（13施設）　ボランティア活動の意義と進め
方

各施設
総合教育
センター

小中高
特

情報技術実践 ICTを活用した授業実践発表と研究協議

養 養護教諭専門１０・１１ 保健教育実践発表と研究協議　　　健康観察の進め方

研修の成果と課題 初任者研修の成果と課題についての発表と研究協議

地域と教育成果発表 「地域と教育」研修の成果物の発表

所長講話 講話（総合教育センター所長）

閉講式 閉講式

1/25（金）
総合教育
センター

総合教育
センター

１/11(金)
総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特　養栄

718818917101711151214

地域と教育 文化財・地理・歴史・自然等の地域資源の教材化 各地域
総合教育
センター

71781791610161114

11/16（金）

小中高
特

7168169151015 7～11月
（2日間）

小中高
特

7158159141014

小中高
特　養栄

71481491310131113

小中高
特

7138139121012

121310/19(金）
総合教育
センター

総合教育
センター

12118/16（木）
総合教育
センター

総合教育
センター

夏季休業中 教科指導法３

【小】 　　音楽・図画工作・家庭・体育の指導　（教科専門研修より選択履修）
【中・高】各教科別に教科専門研修より選択履修
【特】 　　研修番号（503）　「特別支援学級の授業づくり」研修を全員履修
　　　 　　7月31日（月）

総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特　養栄

71281291110111112

12108/6（月）
総合教育
センター

1212夏季休業中

教科指導法２

【小】 　　英語の研修を全員履修　　8月○○日(○)
【中・高】各教科別に教科専門研修より選択履修
【特】 　　研修番号（505）　「通常の学級における特別支援教育」研修を
　　　　　 全員履修  　8月3日（木） 総合教育

センター

総合教育
センター

小中
養栄

711811 1111

総合教育
センター

小中高
特　養栄

八ヶ岳
少年
自然の家

総合教育
センター

小中高
特　養栄

71081091010101110

総合教育
センター

小中高
特　養栄

706806906100611061206 6/ 29（金）
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7058059051005110512056/15（金）
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7038039031003
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7048049041004110412046/ 1（金）
総合教育
センター

110312035/18（金）特別支援学校参観 特別支援学校参観（９校）　　　研究協議
特別支援
学校

総合教育
センター

12014/13（金）
総合教育
センター

義務教育課

総合教育
センター

小中高
特　養栄

7028029021002

小中高
特　養栄

70180190110011101

110212024/27 （金）
総合教育
センター

総合教育
センター

          初任者研修計画一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県総合教育センター

対 象
研修番号

実施日 研 修 会 名 研　　　　修　　　　内　　　　容 会 場 実施機関



山梨県公立学校教員初任者研修実施要項 

 

１ 目 的 

初任者研修は，新任教員に対して，教育公務員特例法第２３条の規定に基づき，現職研修の一環

として，１年間の研修を実施し，実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させること

を目的とする。 

 

２ 対 象 

 (1) 初任者研修の対象となる新任教員（以下「初任者」という。）は別表のとおりとする。 

 (2) 山梨県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）又は，初任者が所属する学校を所管する

市町村（組合）教育委員会（以下「市町村教育委員会」という。）は，その所管する学校の初任

者に対して，年間研修計画及び年間指導計画に従い，１年間の初任者研修を受けさせるものとする。 

 

３ 内 容 

  初任者研修の内容は，次のとおりとする。 

 (1) 初任者は，原則として学級，教科・科目等を担当するものとする。ただし，初任者の担当授業

時数や校務分掌を軽減することができるものとする。 

 (2) 初任者は，拠点校指導教員による指導（週１日で１日７時間・年間２１０時間以上）と校内指

導教員が中心となり全教職員が行う指導（週３日～４日の中で週３時間以上・年間９０時間以

上）を合わせた所属校における研修（年間３００時間以上）及び総合教育センター等における研

修（宿泊研修を含み，月１～２日以上・年間２５日以上）を受けるものとする。 

 

４ 実施主体等 

 (1) 初任者研修は，県教育委員会が実施する。 

 (2) 初任者研修は，市町村教育委員会の協力を得て実施する。 

 

５ 実施体制 

 (1)  県教育委員会は，次の事項について協議を行うため，初任者研修実施協議会を設置する。 

① 年間研修計画 

② その他実施上の諸問題 

 (2)  県教育委員会は，当該市町村教育委員会や初任者の所属する学校に指導主事を派遣すること等

により，初任者研修の実施に必要な指導・助言等を行う。 

 

６ 年間研修計画 

 (1) 教育委員会は，年間研修計画を作成する。 

 (2) 年間研修計画においては，第３項に定める事項のほか，拠点校指導教員及び校内指導教員を中

心とする指導・助言による研修及び総合教育センター等における研修その他必要な事項を定める。 

 (3)  当該市町村教育委員会は，県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき，地域の実情に配慮

して，当該市町村における年間研修計画を作成する。 

 

７ 年間指導計画 

 (1) 初任者が所属する学校の校長は，県教育委員会又は，当該市町村教育委員会が作成する年間研

修計画に基づき，校内体制に配慮しつつ，拠点校指導教員及び校内指導教員の参画を得て，当該

学校における年間指導計画を作成する。 



 (2) 年間指導計画においては，総合教育センター等における研修との関連に配慮して，所属校にお

ける拠点校指導教員及び校内指導教員を中心とする指導・助言による研修の項目及び時期，その

他必要な事項を定めるものとする。 

   なお，拠点校指導教員及び校内指導教員を中心とする指導・助言による研修が円滑に実施でき

るよう，研修の項目については，できる限り，あらかじめ週時程に組み入れる。 

   この場合，授業研究指導が十分に行われるように配慮する。 

 

８ 指導教員（拠点校指導教員及び校内指導教員） 

 (1) 拠点校指導教員については，県教育委員会において，別途定めるものとする。  

 (2) 校内指導教員は，当該学校の教頭又は教諭の中から，校長の意見を聴いて，当該学校を所管す

る教育委員会が命じる。 

 (3)  校長は，校内指導教員による初任者に対する指導・助言が円滑に実施できるようにするため，

校内指導教員の担当授業時数や校務分掌を軽減することができる。 

 (4) 拠点校指導教員及び校内指導教員の配置等については，次のとおりとする。 

① 拠点校指導教員を，初任者４人に対して１人の割合で配置し，初任者配置校に出向いて初任

者を専門的に指導・支援する。 

 ただし，拠点校指導教員の配置の困難なへき地校等については，拠点校方式の１割を限度と

して非常勤講師１人を配置する。 

② 拠点校指導教員は当該配置校において校務分掌上に明記する。 

③ 拠点校方式による拠点校指導教員と校内指導教員は，連携を図りながら当該学校の年間指導

計画を作成し，初任者に必要な指導を行うものとする。 

④ 校内指導教員は，校内研修の円滑な運営のためにコーディネーター役として，他の教職員と

連携し，全教職員が初任者研修にかかわるよう，初任者に必要な研修分野を分担して指導を行

うものとする。 

 

９ 非常勤講師 

 【県立学校】（県立の特別支援学校の小学部・中学部） 

 県教育委員会は，初任者の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤講師を任命

し，指導教員の所属する学校に勤務することを命じる。 

 【市町村（組合）立学校（以下「市町村立学校」という。）】 

 (1)  県教育委員会は，初任者の配置により必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤職員を任命

し，市町村教育委員会に派遣するものとする。 

 (2)  市町村教育委員会は，当該非常勤職員を非常勤講師に任命し，初任者の所属する学校に勤務す

ることを命じる。 

 (3)  県教育委員会は，当該非常勤講師の報酬，その他の給付及び旅費を負担する。 

 

10 校内体制 

 (1)  校長は，初任者に対する学校全体としての協同的な指導体制を確立するため，初任者の研修の

実施体制を校務分掌組織として位置付ける。 

 (2) 校長及び教頭は，年間指導計画に従い，研修項目に応じて，初任者の指導・助言に当たる。 

 (3) 拠点校指導教員及び校内指導教員は，校長及び教頭の指導の下に年間指導計画に従い１年間，

初任者に対して指導・助言を行う。 

 (4) 拠点校指導教員及び校内指導教員は，校長，教頭及び指導教員以外の教員による初任者に対す

る指導・助言の状況を把握し，年間を通して系統的，組織的な研修が行えるようにする。 

 (5) 拠点校指導教員及び校内指導教員以外の教員は，校長及び教頭の指導の下に，年間指導計画に



従い，拠点校指導教員及び校内指導教員と連携しつつ，校内指導教員の職務を補充して，初任者

の指導・助言に当たる。 

 (6) 校長は，初任者が総合教育センター等における研修を受ける間，その授業が後補充非常勤講師

等によって，適切に行われるように配慮する。 

 

11 校長等連絡協議会 

 (1) 当該学校の校長等は，校長等連絡協議会に参加する。 

 (2) 校長等連絡協議会は，初任者研修を円滑に実施するために参考となる資料，情報の収集に努め

る。 

  

12 拠点校指導教員等連絡協議会 

  初任者研修を円滑かつ効果的に実施するために拠点校指導教員等連絡協議会を開催するものと

する。 

 

13 年間指導計画書及び指導報告書等 

 (1) 校長は，当該学校における年間指導計画及び指導報告書を当該学校を所管する教育委員会に提

出する。 

 (2) 市町村教育委員会は，当該市町村における年間研修計画及び研修報告書を県教育委員会に提出

する。 

   この場合，市町村教育委員会は，当該学校の校長が作成する年間指導計画書及び指導報告書を

添付する。 

 

14 補 則 

 この要項で定めるもののほか，実施に関し，必要な事項は別に定めるものとする。 

   附 則 

１ この要項は，平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要項は，「３ 内容」を改定して平成１６年４月１日から施行する。 

３ この要項は，「１ 目的」を改定して平成１７年４月１日から施行する。 

４ この要項は，「８ 指導教員」を改定して平成１８年４月１日から施行する。 

５ この要項は，学校教育法の改定により「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」と変更して平

成１９年４月１日から施行する。 

別 表 

     初任者研修の対象となる新任教員 

年  度 対       象 対 象 外 

平成元年度以降 小学校に採用された新任教員          県教育委員会におい

て，初任者研修を受

ける必要がないと認

めた新任教員 

 

 

平成２年度以降 小学校・中学校に採用された新任教員      

平成３年度以降 小学校・中学校・高等学校に採用された新任教員 

平成４年度以降 

  

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（旧特殊教育諸

学校）に採用された新任教員（全校種における完全実施） 

 

 

 

 



初任者研修年間研修計画 

 
年間研修項目（例）   ＊が付いている項目は，総合教育センター等の校外研修で行うもの。 

基礎的素養 学級経営 教科指導 

1 公教育の役割と諸課題の解決に向けた取組 
・公教育と使命 ＊  
・教育改革と学校教育の現状 ＊  

・関係法令と学校目標の実現  
・社会教育，家庭教育との関連  
・教育施策や事業の展開 

2 学習指導要領と教育課程の編成  
・実施並びに評価 ＊  
・学習指導要領の法的位置と基準性 ＊  

・学習指導要領と教育課程の編成実施 ＊ 
3 学校教育目標の具現化に向けた取組 
・学校教育目標と目指す児童生徒像  

・学校教育目標と学校経営 
・学校教育目標と指導計画  
・学校教育目標と教育活動  

・学校目標と学校評価 
4 教員の勤務と公務員としての在り方  
・服務，義務 ＊  

・勤務と給与  
・人事異動  
5 学校の組織運営  

・関係法令と学校組織  
・校務分掌とその機能 
・教育環境の整備  

・開かれた学校づくり  
・PTCAの運営  
・安全管理・事故防止 

6 教員研修と教員としての生き方在リ方  
・教員としての心構え ＊  
・教職観の涵養 ＊  

・研修と自己成長  
・校内研修・研究への参画 
7 教育課題の解決に向けた取組  

・人権教育  
・環境教育  
・情報化等への対応 ＊  

・国際化等への対応  
・学校保健，安全指導の進め方  
・食の指導の進め方（給食指導含む） 

8 特別支援教育の制度と具体的な取組 
・特別支援教育の推進 ＊   
9 教育機関や企業等における体験を通した

研修 
・体験研修 ＊  
・課題研究 

10 研修の総括 
・初任者研修の総括 ＊  
11 センター独自 

・博物館研修 ＊  
・地域と教育 ＊ 

1 学級経営の意義 

・学級経営の内容と果たす役割＊ 

・学級経営案の作成と活用  

・学級経営と学年経営  

 

 

2 学級経営の実際と工夫  

・学級の組織づくり  

・教室環境づくり  

・児童生徒による活動の運営  

・児童生徒とのかかわり方  

・学級集団づくり ＊  

・日常の指導  

 

 

3 保護者と連携を図った学

級経営  

・授業参観と保護者会 

・学級通信  

・保護者への助言 

 

 

4 学級事務の処理  

・年度当初，各学期当初の学級

事務  

・成績等にかかわる諸表簿の作

成などの学級事務  

・各学期末，年度末の学級事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 基礎技術に関する研修  

・教科指導の基礎技術 ＊ 

 

 

2 授業の進め方に関する研修

・授業実践に関する技術  

・指導案の作成 ＊  

・授業における児童生徒理解  

・授業の診断と記録の分析  

・教材研究の方法と実際 ＊ 

・教材研究の進め方  

・テストの作成と評価の在り方 

・教科指導と情報機器の活用 ＊ 

・授業の分析と診断 ＊  

・個に応じた学習指導の進め方 

・学習指導と評価の要点 ＊ 

・教材・教具の作成と活用の仕

方 

・授業の反省と評価  

・年間指導計画の作成  

 

 

3 授業参観に関する研修 

・示範授業参観の視点 

 

 

4 授業研究に関する研修  

・授業研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

道 徳 特別活動 総合的な学習の時間 生徒指導・進路指導 

1 道徳教育の基礎的理

解に関する研修  

・道徳教育の目標や意義 ＊ 

・学校，地域の基本方針 

・道徳教育の諸計画の意義

とその作成 ＊  

・他教科領域等における道

徳教育   

 

 

2 道徳の時間の指導に

関する研修 

・道徳の主題構想と資料研究 

・道徳学習指導案の作成 

・道徳における評価の在り方 

・示範授業参観 ＊  

・道徳の授業研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 特別活動の教育的意義 

・特別活動の目標 ＊  

・特別活動の内容 ＊  

・特別活動の特質 ＊   

 

 

2 特別活動の指導計画と授

業の実際 

・全体の指導計画と年間指導計

画  

・指導計画の作成と授業の実際 

・学級活動(1)の指導計画の作

成と授業の実際  

・学級活動(2)，(3)の指導計画

の作成と授業の実際  

 

 

3 学級活動の指導と評価の

工夫改善  

・学級活動(l)の指導と評価の

工夫  

・計画委員会の指導と評価の工

夫  

・係の活動の指導と評価の工夫 

・集会の活動の指導と評価の工

夫  

・学級活動(2)，(3)の指導と評

価の工夫 

 

 

4 児童会活動，クラブ活動，

学校行事の指導と評価の工

夫改善  

・児童会活動，生徒会活動  

・クラブ活動  

・学校行事  

・集団宿泊体験 ＊ 

 

1 趣旨・ねらいに関

する研修 

・総合的な学習の時間の

趣旨 ＊  

・総合的な学習の時間の

ねらい ＊  

 

 

2 全体計画の作成に

関する研修 

・総合的な学習の時間の

全体計画 ＊ 

 

 

3 学習活動の進め方

に関する研修 

・学習活動の進め方 

 

 

4 評価に関する研修 

・総合的な学習の時間の

評価 ＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 生徒指導 

・生徒指導の意義 ＊  

・児童生徒理解の内容と方

法 ＊  

・教員と児童生徒の人間関

係  

・児童生徒のほめ方・しか

り方 

・ガイダンスの機能と教育

相談の充実 ＊  

・社会奉仕体験活動等，体

験活動の意義と進め方  

・児童生徒の健全育成の取

組  

・問題行動等に関する事例

研究 ＊  

・学校における生徒指導体

制  

・生徒指導の反省と評価 

  

 

2 進路指導  

・進路指導（キャリア教育）

の展開と事例研究  

・進路指導（キャリア教育）

の意義 ＊  

・進路情報の収集と活用  

・職業や進路にかかわる啓

発的な体験活動の指導の

実際 ＊  

・学校における進路指導

（キャリア教育）体制  

・ガイダンスの機能と教育

相談の充実  

・家庭，地域や関係機関と

の連携  

・進路指導（キャリア教育）

の反省と評価 

 

 

※「外国語活動」については，各小学校長の判断により，一般研修の他研修項目の時間から，適切な時間を

割り当てて実施することも可能である。ただし，その場合の時数（計画，報告）は割り当てた時間のもと

である項目の時数として数えることとする。 

 

 

  



市町村（組合）教育委員会における年間研修計画 （例） 
                                     
                                     
 

              教育委員会  

 

学期・月 研 修 分 野 研   修   項   目   例 

一  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

４月 

 基礎的素養に関するもの   

 学級経営に関するもの     

 教科指導に関するもの    

・教員としての心構え        ・教育公務員の勤務と給与 
・学校教育目標と学校経営      ・学校教育目標と目指す児童生徒像 
・学校教育目標と指導計画      ・学校教育目標と教育活動 
・校務分掌とその機能        ・開かれた学校づくり 
・ＰＴＣＡの運営           
・学級経営案の作成と活用      ・学級の組織づくり 
・児童生徒とのかかわり方      ・年度当初の学級事務 
・授業参観と保護者会 
・年間指導計画の作成        ・示範授業参観の視点と授業研究(1) 
・テストの作成と評価の在り方 

５月 

 基礎的素養に関するもの   

 教科指導に関するもの     

 道徳に関するもの       

 特別活動に関するもの    

  総合的な学習の時間に関するもの 

・学校保健，安全指導の進め方    ・校内研修・研究への参画 
・自己課題研究の進め方 
・教材研究の進め方         ・教材研究の方法と実際 
・授業実践に関する技術①・②    ・指導案の作成 
・示範授業参観の視点と授業研究(2)  ・授業の診断と記録の分析 
・道徳教育の目標や意義       ・道徳の主題構想と資料研究 
・道徳学習指導案の作成       ・特別活動の目標，内容 
・全体の指導計画と年間指導計画    
・学級活動(1)の指導計画の作成と授業の実際 
・総合的な学習の時間の趣旨     ・総合的な学習の時間のねらい 

６月 

 学級経営に関するもの   

 教科指導に関するもの     

 特別活動に関するもの    

  総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの  

・学級集団づくり          ・成績等にかかわる諸表簿の作成 
・学級通信の作り方         ・学級経営と学年経営 
・示範授業参観の視点と授業研究(3)  ・授業の分析と診断 
・学習指導と評価の要点 
・学級活動(2)(3)の指導計画の作成と授業の実際 
・児童会活動，生徒会活動，クラブ活動の指導の工夫改善   
・総合的な学習の時間の全体計画   ・学習活動の進め方    
・生徒指導の意義                    ・児童生徒理解の内容と方法 
・教員と児童生徒の人間関係 

７月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 特別活動に関するもの    

・教室環境づくり          ・一学期末の学級事務 
・一学期末の学級経営の評価 
・示範授業参観の視点と授業研究(4) 
・学級活動(1)の指導と評価の工夫   ・係の活動の指導と評価の工夫 

夏季休業                 ・自己課題研究の中間まとめ                       

二  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

９月 

 基礎的素養に関するもの   

 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの     

 特別活動に関するもの    

・教育環境の整備          ・研修と自己成長 
・二学期の学級経営案の作成と活用  ・児童生徒による活動の運営 
・指導案の作成           ・示範授業参観の視点と授業研究(5) 
・教科指導と情報機器の活用    
・児童会活動，生徒会活動，学校行事の評価の工夫改善 

10月 

 基礎的素養に関するもの   

 教科指導に関するもの          

 道徳に関するもの      

 特別活動に関するもの    

 総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・学校目標と学校評価        ・社会教育，家庭教育との関連 
・教材・教具の作成と活用の仕方 
・示範授業参観の視点と授業研究(6)  ・授業における児童生徒理解 
・道徳における評価の在り方     ・示範授業参観    
・計画委員会の指導と評価の工夫   ・学級活動(2)(3)の指導と評価の工夫 
・学習活動の進め方 
・学校における生徒指導体制     ・児童生徒のほめ方・しかり方 

11月
 

 学級経営に関するもの 

 教科指導に関するもの     

 道徳に関するもの      

 特別活動に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・日常の指導            ・保護者への助言 
・個に応じた学習指導の進め方    ・指導案の作成 
・示範授業参観の視点と授業研究(7) 
・示範授業参観           ・道徳の授業研究① 
・学級活動(1)の授業の実際      ・学級活動(2)(3)の授業の実際 
・ガイダンスの機能と教育相談の充実 ・問題行動等に関する事例研究   

12月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・二学期末の学級事務        ・二学期の学級経営の評価 
・教材研究の進め方         ・指導案の作成  
・示範授業参観の視点と授業研究(8) 
・進路指導（キャリア教育）の意義  ・学校における進路指導体制 

冬季休業                 ・自己課題研究の中間まとめ                       

三  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

１月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの   

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・三学期の学級経営案の作成と活用  ・日常の指導 
・教材研究の進め方         ・指導案の作成         
・示範授業参観の視点と授業研究(9) 
・進路情報の収集と活用       ・キャリアガイダンスの機能 

２月
 

 教科指導に関するもの    

 道徳に関するもの     

 総合的な学習の時間に関するもの 

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・授業の診断と記録の分析      ・指導案の作成 
・授業研究(10) 
・示範授業参観           ・道徳の授業研究② 
・道徳授業の反省と評価   
・総合的な学習の時間の評価 
・問題行動に関する事例研究     ・児童生徒の健全育成の取組 

３月
 
 学級経営に関するもの    

 教科指導に関するもの    

 特別活動に関するもの    

 生徒指導・進路指導に関するもの 

・学級経営の反省と評価       ・年度末の学級事務 
・授業の診断と記録の分析      ・授業の反省と評価 
・特別活動の反省と評価        
・生徒指導・進路指導の反省と評価 

  
                ・自己課題研究のまとめ            



所属校における年間指導計画 （例） 

 

学 

期 
月 学校行事等 指  導  項  目 

担   当 

日(曜) 拠点校指導教員 日(曜) 校内指導教員等 時 間 

一  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

４

月 

・入学式   

・始業式   

・職員会議  

・発育測定  

・健康診断  

・新入生歓迎会 

・学年部会  

・ＰＴＡ総会 

・学年総会  

・家庭訪問  

・校内研修  

 

１ 基礎的素養             
・教員としての心構え 
・教育公務員の勤務と給与 

 ・学校教育目標と学校経営 
 ・学校教育目標と目指す児童生徒像 

 

  ４時間  校  長  １時間 

２ 基礎的素養             

 ・学校教育目標と指導計画 

 ・学校教育目標と教育活動 

 

  ２時間  校内指導教員  １時間 

３ 学級経営              

 ・学級経営案の作成と活用 

 ・学級の組織づくり 

 ・児童生徒とのかかわり方   

 

  ４時間    

４ 基礎的素養             

 ・校務分掌とその機能   

・開かれた学校づくり 

 ・ＰＴＣＡの運営         

 

  ２時間  教  頭  １時間 

５ 教科指導              

 ・年間指導計画の作成 

 ・示範授業参観の視点と授業研究(1) 

 ・テストの作成と評価の在り方 

 

  ４時間  校内指導教員  ４時間 

６ 学級経営              

 ・年度当初の学級事務   

 ・授業参観と保護者会 

 

  ２時間  学年主任  １時間   

５

月 

・児童生徒総会 

・遠足，修学旅行 

・結核検診  

・歯科検診  

・交通安全教室 

・中間テスト 

１ 教科指導              

 ・教材研究の進め方 

 ・授業実践に関する技術① 

   ４時間  校内指導教員  １時間 

２ 特別活動              

 ・特別活動の目標，内容 

 ・全体の指導計画と年間指導計画 

 ・学級活動(1)の指導計画の作成と授業の実際 

   ３時間  特活主任   １時間 

３ 教科指導              

 ・指導案の作成 

 ・示範授業参観の視点と授業研究(2) 

   １時間  校内指導教員  ４時間 

４ 基礎的素養             

 ・学校保健，安全指導の進め方 

 ・校内研修・研究への参画 

 ・自己課題研究の進め方        

   ５時間    

５ 教科指導              

 ・授業実践に関する技術② 

 ・授業の診断と記録の分析 

   ３時間  校内指導教員  ２時間 

６ 道徳                
 ・道徳教育の目標や意義 
 ・道徳の主題構想と資料研究  
 ・道徳学習指導案の作成  

   ２時間  道徳主任  １時間 

７ 総合的な学習の時間 

 ・総合的な学習の時間の趣旨 

 ・総合的な学習の時間のねらい 

   ２時間    

８ 教科指導             

 ・教材研究の方法と実際  

 ・指導案の作成         

   ４時間  校内指導教員  １時間 

６

月 

・虫歯予防講話 

・総合体育大会 

・進路講話 

１ 特別活動              

 ・学級活動(2)(3)の指導計画の作成と授業の実際 
 ・児童会活動，生徒会活動，クラブ活動の指導

の工夫改善   

   ３時間    

２ 教科指導              
 ・示範授業参観の視点と授業研究(3) 

   ２時間  校内指導教員  ４時間 

３ 学級経営              

 ・学級集団づくり 

 ・成績等にかかわる諸表簿の作成  
 ・学級通信の作り方          

   ５時間    

４ 教科指導              

 ・授業の分析と診断    
   ４時間  校内指導教員   ２時間 

５ 生徒指導・進路指導   
 ・生徒指導の意義  

 ・児童生徒理解の内容と方法 

 ・教員と児童生徒の人間関係 

   ４時間  生徒指導主任  １時間 

６ 総合的な学習の時間   

 ・総合的な学習の時間の全体計画 

 ・学習活動の進め方 

   ２時間  校内指導教員  １時間 

７ 教科指導              
 ・学習指導と評価の要点      

   ３時間  校内指導教員  ３時間 

８ 学級経営              

 ・学級経営と学年経営        
   ２時間  学年主任  １時間 

                         学 校  初 任 者  



 

７

月 

・プ－ル開き 

・児童生徒総会  

・期末テスト 

・学級懇談会 

・終業式   

１ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(4) 
   ３時間  校内指導教員   ５時間 

２ 学級経営              

 ・教室環境づくり      

 ・一学期末の学級事務 

 ・一学期末の学級経営の評価 

   ５時間    

３ 特別活動              

 ・学級活動(1)の指導と評価の工夫 

 ・係の活動の指導と評価の工夫 

   ３時間    

一学期の指導時数の合計  ７８時間   ３５時間 

 

     夏季休業    自己課題研修の中間まとめ                               

二  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

９

月 

・始業式   

・水泳記録会 

・身体測定  

・視力検査  

・防災訓練  

・運動会 

・学園祭   

１ 学級経営              

 ・二学期の学級経営案の作成と活用 

 ・児童生徒による活動の運営 

 

  ５時間    

２ 教科指導              

 ・指導案の作成 

 
   １時間  校内指導教員  ３時間 

３ 基礎的素養            

 ・教育環境の整備 

 ・研修と自己成長        

 

   ４時間    

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(5) 

 
  １時間  校内指導教員   ３時間 

５ 教科指導              

 ・教科指導と情報機器の活用    

 
   ３時間  

視聴覚主任 

校内指導教員 
  ２時間 

６ 特別活動              

 ・児童会活動，生徒会活動，学校行事の評価の

工夫改善 

 

   ４時間    

10

月 

・ｽﾎﾟーﾂﾃｽﾄ  

・遠足    

・読書週間  

・中間テスト 

・新人体育大会 

１ 道徳                

 ・示範授業参観 

 ・道徳における評価の在り方 

    ２時間  道徳主任   １時間 

２ 教科指導              

 ・教材・教具の作成と活用の仕方    
    ３時間  校内指導教員   ２時間 

３ 特別活動              

 ・計画委員会の指導と評価の工夫 

 ・学級活動(2)(3)の指導と評価の工夫 

     ３時間    

４ 生徒指導・進路指導 

 ・学校における生徒指導体制  

 ・児童生徒のほめ方・しかり方 

     ３時間  生徒指導主任 １時間   

５ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(6) 
    ２時間  校内指導教員   ４時間 

６ 総合的な学習の時間      

 ・学習活動の進め方 
    ３時間    

７ 基礎的素養             

 ・学校目標と学校評価 

 ・社会教育，家庭教育との関連   

     ４時間  教  頭  １時間    

８ 教科指導              

 ・授業における児童生徒理解      
    ４時間  校内指導教員   １時間 

11

月 

・全校一斉読書 

・競歩大会  

・音楽鑑賞会 

・合唱コンクール 

１ 道徳                 

・示範授業参観 

 ・道徳の授業研究① 

    ４時間    

２ 教科指導              

 ・個に応じた学習指導の進め方 

 ・指導案の作成         

     ５時間  校内指導教員  ４時間    

３ 特別活動              

 ・学級活動(1)の授業の実際 

 ・学級活動(2)(3)の授業の実際 

     ３時間    

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(7) 
    ４時間  校内指導教員   ５時間 

５ 生徒指導・進路指導   

 ・ガイダンスの機能と教育相談の充実 

 ・問題行動等に関する事例研究     

     ３時間  生徒指導主任  １時間 

６ 学級経営  

 ・日常の指導   

 ・保護者への助言   

    ５時間    

12

月 

・避難訓練  

・児童生徒総会 

・期末テスト 

・個別懇談 

・終業式   

１ 教科指導              

 ・教材研究の進め方          

 ・指導案の作成  

     ４時間  校内指導教員  ２時間 

２ 生徒指導・進路指導  

 ・進路指導（キャリア教育）の意義  

 ・学校における進路指導体制  

     ４時間    

３ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(8) 
   ３時間  校内指導教員   ４時間 

４ 学級経営              

 ・二学期末の学級事務 

 ・二学期の学級経営の評価 

     ６時間    

        二学期の指導時数の合計         ８３時間   ３４時間 



 

     冬季休業    自己課題研修の中間まとめ 

三  
 
 
 

学  
 
 
 

期 

１

月 

・始業式   

・スキ－教室 

・身体測定  

       

１ 学級経営             

 ・三学期の学級経営案の作成と活用 

 ・日常の指導 

 

   ４時間    

２ 教科指導              

 ・教材研究の進め方          

 ・指導案の作成         

 

   ４時間  校内指導教員   １時間 

３ 生徒指導・進路指導 

 ・進路情報の収集と活用 

 ・キャリアガイダンスの機能 

 

  ３時間  進路指導主事   １時間 

４ 教科指導              

 ・示範授業参観の視点と授業研究(9) 

 
  ２時間  校内指導教員   ４時間 

２

月 

・新入生一日入学

  

１ 道徳                

 ・示範授業参観 

 ・道徳の授業研究② 

 

   ４時間    

２ 教科指導              

 ・授業の診断と記録の分析      

 
   ３時間  視聴覚主任   １時間 

３ 生徒指導・進路指導 

 ・問題行動に関する事例研究 

 
   ３時間  生徒指導主任   １時間 

４ 教科指導             

 ・指導案の作成         

 
   ２時間  校内指導教員   ４時間 

５ 総合的な学習の時間 

 ・総合的な学習の時間の評価 

 
   ２時間    

６ 生徒指導・進路指導 

 ・児童生徒の健全育成の取組 

 
   ３時間    

７ 教科指導             

 ・授業研究(10) 

 
   ２時間  校内指導教員   ４時間 

８ 道徳               

 ・道徳授業の反省と評価     

 
   ４時間    

３

月 

・期末テスト 

・卒業生を送る会 

・卒業式   

・修了式   

    

１ 特別活動         

 ・特別活動の反省と評価       

 
   ２時間    

２ 生徒指導・進路指導 

  ・生徒指導・進路指導の反省と評価 

 
    ２時間    

３ 教科指導          

 ・授業の診断と記録の分析    

 
   ３時間  校内指導教員   ２時間 

４ 学級経営              

 ・年度末の学級事務 

 ・学級経営の反省と評価        

 

   ４時間  学年主任   １時間 

５ 教科指導              

 ・授業の反省と評価          

 
   ２時間  校内指導教員   ２時間 

        三学期の指導時数の合計       
 

  ４９時間   ２１時間 

        一年間の指導時数の合計       
 

２１０時間   ９０時間 

自己課題研究のまとめ 

 

［研修分野の内訳］                   

   【一般研修】                 【教科研修】 
 

 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

 
 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

基礎的素養   ２１時間   ４時間  ２５時間 教科指導 ７６時間 ７４時間 １５０時間 

学級経営   ４２時間     ３時間  ４５時間 ※「外国語活動」については，各小学校長の判断によ

り，一般研修の他研修項目の時間から，適切な時間

を割り当てて実施することも可能である。ただし，

その場合の時数（計画，報告）は割り当てた時間の

もとである項目の時数として数えることとする。 

道徳   １６時間     ２時間  １８時間 

特別活動   ２１時間     １時間  ２２時間 

総合的な学習の時間    ９時間     １時間  １０時間 

生徒指導・進路指導   ２５時間     ５時間  ３０時間 

  計 １３４時間   １６時間 １５０時間 

                                                                   

   【学期別】 

 

 

拠点校指導 

教員の指導 

校内指導教 

員等の指導 
合 計 

※この計画の内容の配列等は，あくまでも例である。

各学校で，学校，地域，初任者等の実態や指導の適

時性に配慮し，実践的な研修が行われるよう計画す

ることが望まれる。 

 

一学期   ７８時間  ３５時間 １１３時間 

二学期   ８３時間   ３４時間 １１７時間 

三学期   ４９時間   ２１時間  ７０時間 

  計 ２１０時間   ９０時間 ３００時間 



 



平成２９年度　初任者研修　総合教育センターにおける研修計画について

運営の基本方針

（１）文部科学省で示している7つの分野（基礎的素養・学級経営・教科指導・道徳・特別活動・総合的な学習の時間・生徒指導・進路指導）を中心に行う。

（２）体験活動・情報交換を重視し、校種の枠を超えて課題等を協議できる機会とする。

（３）主体的・自主的な研修態度を育成し、教員のライフステージに応じた研修のための基礎とする。

研修分野 研修項目 実施日時 研修内容 研修方法 研修形態 研修時間

1公教育の役割と諸課題の解決に向けた取組 4月14日 学校教育の現状と課題 講義 全体 1.0

2学習指導要領と教育課程の編成 4月28日 学習指導要領と評価 講義・演習 校種別 1.5

3学校教育目標の具現化に向けた取組

4教員の勤務と公務員としての在り方 教育公務員の服務 講義 全体 1.0

5学校の組織運営 初任者としての学校運営への参画 講義・演習 全体 1.0

6教員研修と教員としての生き方在り方 社会人としての接遇の在り方 講義・演習 全体 1.0

教育課題の解決に向けた取組

①人権教育 6月2日 人権教育 講義 全体 1.5

②環境教育

4月28日 授業でのICTの活用 講義 校種別 1.0

6月30日 情報に関する危機管理 講義・演習 全体 1.5

1月12日 情報技術実践（ICT活用授業実践報告） 発表・研究協議 校種別・グループ別 5.5

④教育の国際化への対応

⑤学校保健、安全指導の進め方 健康教育　保健安全 講義 全体 1.5

⑥食に関する指導の進め方（含む給食指導） 健康教育　食育 講義 全体 1.5

⑦その他教育課題への対応

4月28日 特別支援教育基礎 講義 全体 1.5

5月19日 特別支援学校参観 授業参観・研究協議 全体 6.0

8月16日 福祉とボランティア 体験 グループ別 6.0

10月13日 企業等体験研修 講義・体験 高特対象 6.0

11月10日 博物館等の学校教育への活用の仕方 講義・体験 全体・グループ別 3.0

任意の2日 地域と教育 課題研究 個人 12.0

地域と教育　発表 発表・研究協議 全体 3.0

初任者研修の成果と課題 発表・研究協議 校種別・グループ別 2.5

初任者の今後に期待すること 講義 全体 1.0

1学級経営の意義 学級経営の基本的な考え方

2学級経営の実際と工夫 学級経営の実際と課題

3保護者と連携を図った学級経営

4学級事務の処理

1基礎技術に関する研修 6月2日 教科指導法１ 講義・研究協議 校種別・教科別 3.0

2授業の進め方に関する研修 夏期休業中 教科指導法２・３ 講義・演習 校種別・教科別 12.0

3授業参観に関する研修

4授業研究に関する研修

1道徳教育の基礎的理解に関する研修 道徳教育の意義と進め方 講義・演習 小中対象 2.5

2道徳の時間の指導に関する研修 道徳教育　授業づくり 演習 校種別 3.5

1特別活動の教育的意義 6月16日 特別活動の意義と進め方 講義・研究協議 校種別 1.5

2特別活動の指導計画と授業の実際

3学級活動の指導と評価の工夫改善

6月2日，16日，30日 宿泊研修事前研修 協議 グループ別 4.0

宿泊研修 2泊3日

　校外学習等の引率の心構え 講義 全体 1.0

　野外炊事の実際 体験 グループ別 2.5

　自然観察の実際と指導法 体験 グループ別 5.0

　ストレスマネジメント 講義・演習 全体 1.0

　今までの実践を振り返っての情報交換会 研究協議 校種別 1.5

　防災教育の意義と進め方 体験 グループ別 3.0

　研修のまとめ 研究協議 全体 1.5

1趣旨・ねらいに関する研修

2全体計画の作成に関する研修

3学習活動の進め方に関する研修 校種別

4評価に関する研修 グループ別

4月28日 生徒指導の意義と進め方 講義・研究協議 校種別 1.5

教育相談の意義と進め方 講義・演習 全体 2.5

教育相談基礎演習 講義・体験 全体・校種別 3.0

キャリア教育 講義 全体 1.0

キャリア教育の進め方 講義・研究協議 校種別 1.5

4月14日 講義・演習 校種別 1.5

10月27日

全体 1.0

総合的な学習の時間の実際 講義・演習 1.0

講義

生徒指導

進路指導

総合的な学習の時間の意義と進め方

児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行
事の指導と評価の工夫改善

11月10日

8月7日

6月16日

7月26日
～28日

③教育の情報化等への対応

特別支援教育の制度と具体的な取組

教育機関や企業等における体験を通した研修

研修の総括

7

8

9

文部科学省が示している分野・項目 総合教育センターにおいて計画した研修

基礎的要素

10

生徒指導
進路指導

1

2

学級経営

教科指導

道徳

特別活動

総合的な学
習の時間

4

4月14日

6月30日

1月26日





平成２９年度

小 中 高 特 養 栄

開講式 開講式　　　講話（義務教育課長）

教育公務員の服務 教育公務員の服務　　　研修の概要オリエンテーション

学校運営への参画 初任者としての学校運営への参画

学級経営 【小・中・高】学級経営の理論と実践　　　【特】新任教員の心構え

養護教諭専門１ 健康管理

栄養教諭専門１ 栄養教諭の役割

接遇 社会人としての接遇の在り方

学習指導要領 学習指導要領と学習評価

授業でのＩＣＴの活用 授業における情報教育機器の効果的な活用の仕方

生徒指導 生徒指導の意義と進め方

養護教諭専門２・３ 養護教諭のための情報処理　　　学級活動における保健指導

栄養教諭専門２・３ 栄養管理　　　学級活動における食に関する指導

特別支援教育基礎 特別支援教育の現状と今後の課題

教科指導法１
【小】国・社・算・理の指導法（選択履修）
【中・高】教科別　　　　【特】小・中・高の教科選択

養護教諭専門４ 保健室での関わり

栄養教諭専門４ 食に関する指導の在り方

人権教育 人権教育の意義と進め方（いじめ・体罰を含む）

宿泊研修事前Ⅰ 宿泊研修事前研修Ⅰ

キャリア教育 キャリア教育の意義と進め方

特別活動 特別活動の意義と進め方

養護教諭専門５・６ 食物アレルギー対応 他　　　食物アレルギー緊急時対応

栄養教諭専門５・６ 食物アレルギー対応 他　　　学校給食の活用

宿泊研修事前Ⅱ 宿泊研修事前研修Ⅱ

危機管理 ～情報～ 情報に関する危機管理

健康教育 ～食育～ 食育の意義と進め方

健康教育 ～保健・安全～ 健康教育の意義と進め方

宿泊研修事前Ⅲ 宿泊研修事前研修Ⅲ

7078079071007110712077/26（水）宿泊研修1
入所のつどい　　　校外学習等の引率の心構え
野外炊事の実際　　　ストレスマネジメント

7088089081008110812087/27（木）宿泊研修２
自然観察活動の実際と指導法　　　情報交換会　　　福祉とボランティア研修
準備

7098099091009110912097/28（金）宿泊研修３ 防災教育の意義と進め方　　　研修のまとめ　　　退所のつどい

養護教諭専門７
研修番号(246)　「養護教諭が行うフィジカルケア」研修を履修　　8月17日
（木）

栄養教諭専門７ 研修番号(303)　「食育」研修を履修　　8月2日（水）

道徳教育 道徳教育の意義と進め方　　　授業づくり

養護教諭専門８・９ 健康管理・食物アレルギーについて　　　歯科保健の進め方

栄養教諭専門８ 衛生管理

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間の意義と進め方
総合教育
センター

博学連携 博物館等への訪問（5施設）と学校教育への活用の仕方 各会場

小中高
特

情報技術実践 ICTを活用した授業実践発表と研究協議

養 養護教諭専門１０・１１ 保健教育実践発表と研究協議　　　健康観察の進め方

研修の成果と課題 初任者研修の成果と課題についての発表と研究協議

地域と教育成果発表 「地域と教育」研修の成果物の発表

所長講話 講話（総合教育センター所長）

閉講式 閉講式

小中高
特　養栄

71881891810181115

文化財・地理・歴史・自然等の地域資源の教材化 各地域
総合教育
センター

71781791710171114

12141/26（金）
総合教育
センター

総合教育
センター

１/12(金)
総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特

7168169161016 7～11月
（2日間）

地域と教育

121210/27(金）
総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特　養栄

71581591510151113

小中
養栄

714814 1112

121311/10（金）
総合教育
センター

10/13(金） 企業等体験 民間企業等体験研修 県内企業
総合教育
センター高特 9141014

夏季休業中 教科指導法３

【小】 　　音楽・図画工作・家庭・体育の指導　（教科専門研修より選択履修）
【中・高】各教科別に教科専門研修より選択履修
【特】 　　研修番号（503）　「特別支援学級の授業づくり」研修を全員履修
　　　 　　7月31日（月）

総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特

7138139131013

1211夏季休業中

教科指導法２

【小】 　　理科（実験）の指導を全員履修　　8月10日(木)
【中・高】各教科別に教科専門研修より選択履修
【特】 　　研修番号（505）　「通常の学級における特別支援教育」研修を
　　　　　 全員履修  　8月3日（木） 総合教育

センター
総合教育
センター

小中高
特　養栄

71281291210121111

8/16（水）福祉とボランティア
福祉施設等への訪問体験（13施設）
ボランティア活動の意義と進め方

各施設
総合教育
センター

小中高
特

7118119111011

12108/ ７（月） 学校教育相談
教育相談の意義と進め方　　　教育相談基礎演習
　　　　【五年経験者研修との合同研修】

総合教育
センター

総合教育
センター

総合教育
センター

小中高
特　養栄

八ヶ岳
少年
自然の家

総合教育
センター

小中高
特　養栄

71081091010101110

総合教育
センター

小中高
特　養栄

706806906100611061206 6/ 30（金）
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7058059051005110512056/16（金）
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7038039031003
総合教育
センター

小中高
特　養栄

7048049041004110412046/ 2（金）
総合教育
センター

110312035/19（金）特別支援学校参観 特別支援学校参観（９校）　　　研究協議
特別支援
学校

総合教育
センター

12014/14（金）
総合教育
センター

義務教育課

総合教育
センター

小中高
特　養栄

7028029021002

小中高
特　養栄

70180190110011101

110212024/28 （金）
総合教育
センター

総合教育
センター

          初任者研修計画一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県総合教育センター

対 象
研修番号

実施日 研 修 会 名 研　　　　修　　　　内　　　　容 会 場 実施機関


