
４１ 教職員研修                               

 

 [令和２年度（2020 年度）教職員研修実績] 

（令和２年（2020年）４月～令和３年（2021年）３月実施分）                           

（単位：回） 

区 分 計 

1．基本研修 126 

(1)初任期教職員育成研修 75 

(2)ミドルリーダー研修 19 

(3)リーダー研修 12 

(4)管理職研修 9 

(5)職務研修 11 

2．専門研修 44 

(1)課題別研修  

①人権教育研修 3 

②支援教育研修 3 

③キャリア教育研修 1 

④防災教育研修 1 

⑤プログラミング教育研修 1 

⑥学級経営研修 2 

⑦メンタルヘルス研修 ― 

(2)実技研修  

①水泳指導研修 ― 

②ICT活用研修 3 

③英語活用力向上研修 ― 

④伝統文化研修 ― 

(3)授業力向上研修  

①授業基礎講座 ― 

②Hirakata授業スタンダード講座 1 

③国語講座 2 

④社会講座 2 

⑤算数・数学講座 2 

⑥理科・生活講座 2 

⑦外国語活動・英語講座 2 

⑧音楽講座 1 

⑨図画工作・美術講座 1 

⑩技術・家庭講座 1 

⑪保健・体育講座 1 

⑫特別の教科道徳講座 2 

⑬総合的な学習の時間講座 1 

⑭特別活動講座 1 

(4)授業の達人養成講座  

① 授業の達人養成講座 10 

(5)教育フォーラム 1 

(6)先進地域・先進校視察研修 ― 

合 計 170 

 

 

 

実施形態 

 

 

 

 

計 

 

資料送付等 

 

32 

 

事前収録した動画配信による研修 

 

98 

 

ビデオ会議システムを使用した 

双方向オンライン研修 

 

53 

 

 

    計）（臨時研修を含む） 

 

 

183 

 

 

 

 
※ 新型コロナウイルス感染拡大へ 
 
 
 の対応、GIGA スクール構想の早期 
 
 
 実現に向けて、臨時研修を 13 回実 
 
 

施。 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

教職員の経験年数や職務に応じて必要な知識・技能の習得を図る研修 専門的な知識・技能の習得を図り、指導力を向上させるための研修 

 

■教科等における専門的知識・技能の習得及び「主体的・対話的で深い学び」のあ
る授業や教材研究・教材分析のあり方、指導のポイントについて具体的・実践的
な指導力の向上を図る。 

小学校国語講座  中学校国語講座  小学校社会講座  中学校社会講座     
小学校算数講座  中学校数学講座  小学校理科・生活講座  中学校理科講座 
小学校外国語活動講座  中学校英語講座  小中学校音楽講座 
小中学校図画工作･美術講座  小中学校保健･体育講座  小中学校技術･家庭講座 
特別の教科 道徳講座  総合的な学習の時間講座  特別活動講座 
授業基礎講座〔板書 / ノート指導〕  Hirakata 授業スタンダード講座 

 

■様々な教育課題解決のための指導力
の向上を図る。 

人権教育  キャリア教育                             
支援教育  防災教育 
プログラミング教育                         
学級経営  メンタルヘルス               

課題別研修 

令和２年度 枚方市教職員育成事業〔枚方市教職員 研修・支援システム〕 

「学び続ける教職員」を育成し、枚方の子どもたちの「生きる力」をはぐくむ 

教職員に求められる資質・能力 

 
■専門的な職務を担う担当者の専門的知識・技能の習得を図る。 

養護教諭  栄養教諭  幼稚園教員  司書教諭･学校司書   
支援教育コーディネーター  初任者指導教員  理科担当者 
情報教育主担者  学校事務職員 

職務研修 

 
  専門研修 基本研修 基本目標： 教職員研修の充実等による教職員の資質と指導力の向上 

～授業研究･校内研修への支援を充実し、子ども理解を基盤とした授業力・指導力の向上を図る～ 

 

■教職員としての基礎的な知識や基本的な識見を養う。 
■経験の少ない教職員に実践的指導力や職務に必要な知識・技能の習得を図る。 

小学校初任者・中学校初任者    新規採用教諭（対象外初任者） 
２年目小中学校教諭        新規採用養護教諭 
３年目小中学校教諭        新規採用栄養教諭 
４年目小中学校教諭        新規採用学校事務職員 
５年目小中学校教諭        新規採用幼稚園教員 

１年目小中学校講師（定数内）  市費任期付講師 
初任期幼稚園教員  学校事務職員基礎 

 
■中堅教職員としての学校園全体を見据えた実践的指導力及び経験の少ない 
教職員への指導力の向上を図る。 

６年目小中学校教諭  ７年目小中学校教諭  ８年目小中学校教諭 
９年目小中学校教諭  小中学校 10 年経験者 
養護教諭 10 年経験者  栄養教諭 10 年経験者 
幼稚園 10 年経験者 
学校事務職員ミドルリーダー 

 
■専門的知識・技能の習得とともに、スクールリーダ
ーとして学校園運営を推進する能力の向上を図る。 

新任首席    新任指導教諭 
新任教務主任  新任学年主任 
生徒指導主事  進路指導主事 

学力向上推進担当者  校内研究担当者《新設》 
幼稚園教員リーダー 
学校事務職員リーダー 
学校事務職員主幹・主査 

 

■学校園経営に求められ
る総合的なマネジメン
ト力の向上を図る。 

 
校長  新任校長 
園長  新任園長 
教頭  新任教頭 

管理職研修 

授業力向上研修 

初任期教職員研修 
☆キャリアステージ「Ⅰ初任期」に示す

資質・能力の育成を中心に、教職員と
しての基礎形成を図る。 

☆キャリアステージ「Ⅱミドルリーダー期」に
示す資質・能力を中心に、実践的指導力の向
上と視野の拡大を図る。 

ミドルリーダー研修(中堅教諭等資質向上研修) 

スクールリーダー養成研修 

 

■枚方市が取り組んでいる「教育」を広く市民に情報発信するとともに、今後の枚方
の「教育」の方向性について市民と共有する場として実施。 

枚方市教育フォーラム 

 

■教育的愛情にあふれ、高い意欲と優れた指導力を有する教員の育成を図るととも
に、各教科等の指導における研究を深め、その成果を市内学校園に広める。 

〔対象者〕教職経験５年以上の教諭等（校長推薦）、２年間（令和２・３年度）継続受講 
〔内 容〕年間 12 回実施（予定） 

＊大学教授等、教育のスペシャリストを講師として招聘 
＊教材研究、学習指導案検討、模擬授業等を行う 
＊年間に１～２回の研究授業を実施（公開授業） 
＊先進地域・先進校への視察を実施 

授業の達人養成講座 

☆学力向上推進担当者研修における教科全般に係る研修を踏まえ、
小中学校別の教科指導における授業改善の研修を実施。教科会、
学年会の一層の充実を支援する。 

☆新学習指導要領に示された教科・領域を網羅。 

☆２年実施の１年次となる
本年度、受講者から『授業
の達人』及び『授業マイス
ター』認証・認定をめざす。 

 
・教育公務員として守り行うべき規準の遵守 
・児童生徒、保護者、地域の方々との信頼関係を構築する資質 

倫理観・規範意識 

 
・子どもの様々な状況や心理及び行動を理解する資質･能力 
・子どもの思いに共感し、立場に立って考える姿勢 
・他者を尊重する態度や集団と自己との調和を図る態度を 

育成できる資質・能力 

子ども理解・集団づくり 

 
教科等の専門性の向上や

多様な教育課題に対応で
きる資質・能力 

授業力 
 

マネジメント力 
教職員のキャリアステー

ジに応じた学年経営や学
校運営等に必要な資質・能

力 
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☆キャリアステージ「Ⅲリーダー期」「Ⅳ
キャリアの成熟期」に示す資質・能力
を中心に、助言者としての力量やマネ
ジメント力の向上を図る。 

学校園支援 

管理職への学校園経営支援 

経験の少ない教員への 

授業支援･学級経営支援 

校内授業研究・校内研修への 

指導･支援 〔校内研究支援〕 

■指導主事、教育推進プランナー、学校運営アドバイザー、
学校支援ディレクター等による指導助言・支援 

 

■授業改善を図るための実践的指導力の向上
を図る。 

水泳指導  ICT 活用《新設》 
英語活用力向上                                                
伝統文化〔 武道 / 書道 / 箏 /  演劇 〕      

実技研修 

・キャリアステージに応じて 

学び続ける教職員の育成 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に 

向け、「Hirakata 授業スタンダード」に 

基づいた授業改善（第２ステージ） 

・子ども理解を基盤とした学校経営や学級 

経営、授業研究・研修への支援の充実 

重点項目 


