
校長及び教員としての資質の向上に関する指標

福島県版

福島県教育委員会では、未来を担う子どもたちが将来の希望や生きる喜びを
実感できるよう、ふくしまならではの教育を推進しています。
教員の現職教育については、本県教育政策の骨太の方針である「頑張る学校
応援プラン」の主要施策の一つである「教員の指導力・学校のチーム力の最大
化」の中に教員研修の充実を位置づけており、「校長及び教員としての資質の
向上に関する指標」に基づく体系的かつ効果的な教員研修を実施し、教員の指
導力の向上を図ることとしています。
校長及び教員の皆さんは、本指標をそれぞれの経験や個性などに応じて、よ
り高度な段階を目指すための手掛かりとするとともに、自らの教育実践を省察
しながら資質の向上を図る際の目安としてください、
そのため、本リーフレットを皆さんの手元に置いて、各種研修受講時はもと
より、年度の変わり目の振り返りなどに活用し、本県教育の更なる充実に寄与
されることを期待します。

平成３０年６月 福島県教育委員会

指標は何のために作られたのですか？

○ 教員の養成、採用、研修をつなげるため、教員を養成している大学とも協力しながら作成

しました。

○ 教員等が高度専門職としての職責、経験及び適性に応じて身に付けるべき資質を明確化し

ました。

○ 指標により画一的な教員像を求めるものではなく、教員の基礎的、基本的な資質能力を確

保し、長所や個性の伸長を図るものですので、本指標に基づく人事評価等は行いません。

教

員

職責、経験、長所や個性に応じてより高度な段階を目指すための手掛かり

研修等を通じ、自らを省察しながら資質向上を図る際の目安

教

委

指標を踏まえた研修計画の作成による校長及び教員の計画的・効果的な資質向上

本県教員を目指す者が身に付けるべき資質を示すことによる優秀な教員の採用

大

学

指標に示す着任時の姿を目指した教員の養成

教職大学院等における教員の資質向上のための指針

指標の対象は？

○ 本県公立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭など。
教育公務員特例法第２条第２項に定める「校長」「教員」が対象（ただし、任用の期限を付されて採用されている方は除く）



指標はどう見ればよいですか？

領
域

項 目
領
域

項 目

Ⅰ

1 使命感・情熱・向上心

Ⅲ

7 児童生徒理解

2 幅広い教養や社会性・確固たる倫理観 8 望ましい集団づくり

3 本県の教育課題への理解と対応 9 生徒指導上の諸課題への対応

Ⅱ

4 授業構想 10 特別な支援を必要とする児童生徒への対応

5 指導方法・指導技術

Ⅳ

11 同僚性の構築

6 学習状況の把握と評価 12 学校組織の運営

13 学校と家庭・地域との連携

14 学校安全への対応

領域 Ⅰ 教員としての素養 Ⅱ 授業づくりと学びの創造

Ⅲ 児童生徒の理解と指導 Ⅳ 教職員の協働と学校づくり

＝領域と項目＝
○ Ⅰ～Ⅳの４領域と、各領域に対応する１４項目を設定しました。

○ 指標を補うための「各項目の解説」も参考にしてください。

○ 東日本大震災後経験を踏まえ、「本県の教育課題への理解と対応」や「学校安全への対応」

を、指標の項目として設定しています。

基本の習得 

 

ステージ０ 

福島県が求める 

着任時の姿 

ステージ１ 

【基礎形成期】 

概ね１～５年目 

ステージ２ 

【資質成長期】 

概ね６～１０年目 

ステージ３ 

【資質充実期】 

概ね１１年目～ 

ステージ４ 

【深化発展期Ⅰ】 

熟練した教員 

ステージ５ 

【深化発展期Ⅱ】 

管理職 

   

 

 

   

 

 

 

 

     外部との関わり 

個人・学級レベル 

学年レベル 

大学卒業レベル 
個性の伸長・多様なキャリアパス 

ステージごとの指標策定の観点

＝ステージ＝
○ 「福島県が求める着任時の姿」と「管理職」を加え、６つのステージ（成長過程）を設定しています。

○ ステージの終了までに身に付けてほしい資質等を指標に記しています。

○ 悉皆研修のある経験年数でステージを区切っていますが、ステージ４【深化発展期Ⅰ】につ

いては、教員の多様なキャリアパスや、教員自身の個性を生かしながら資質の向上を図ること

ができるよう、概ねの経験年数を示していません。



（児童生徒に対する人権意識） (確実な職務遂行) (意欲的な職務遂行) (主体的な職務遂行) (中核としての使命感) (資質向上のための意欲)

児童生徒に対する人権意
識を持ち、愛情を持って接す
ることができる。

(教職への意志と情熱）

教員の役割を十分自覚
し、確固たる教職への意志
と情熱を持っている。

(教育法令の理解、社会性)                        　　　　  (社会人としての教養）　 (服務倫理についての指導・助言)

　広く社会の動きに目を向け、社会人として必要な教養やコミュニケーション能力を身に付けている。

           （高い倫理観、法令・服務規律遵守）

　教育公務員として高い倫理観を持ち、法令・服務規律を遵守している。

(教育課題の理解) 　　　　　　　　　　　　　　（本県ならではの教育） （地域や学校の実態に応じた取組）

東日本大震災からの復
興・再生を目指す本県の教
育課題を概ね理解してい
る。

　本県独自の資料等を活用し、本県の教育課題の解決に向けた取組を実践することができる。
 地域や学校の実態に応
じ、本県の教育課題の解決
に向けた取組を組織的、計
画的に行っている。

(学習指導要領等についての理解) (単元を見通した授業構想） (年間を見通した指導計画) （教育課程の改善）

学習指導要領に記載され
ている教科等の目標や内
容、授業の基本的な流れ等
を概ね理解している。

単元全体を見通した上
で、ねらいを明確にした授
業を構想している。

１年間を見通した上で、
評価規準や評価計画を明ら
かにした指導計画を作成し
ている。

カリキュラム・マネジメ
ントを適切に行い、教育課
程について不断の工夫・改
善を行っている。

(専門的な知識や技術の獲得) (基本的な指導技術の習得) (専門的な知識や技術の習得) (授業形態・指導方法の工夫) (研究的な態度) (ステージ等に応じた指導・助言）

教科等の専門的かつ最新
の知識や技術を身に付ける
ことの必要性を理解してい
る。

学習環境、学習規律を整
えるとともに、板書、机間
指導、発問等の指導技術の
基本を身に付けている。

専門的な知識や技術を身
に付け、ICTの活用を含む
教材・教具の工夫をしてい
る。

児童生徒の状況や学習課
題に柔軟に対応した授業形
態や、指導方法を工夫して
いる。

既存の授業の在り方にと
らわれず、研究的な態度で
新たな視点を取り入れた授
業を実践している。

教職員のステージや能
力・適性などを把握し、適
切な指導・助言を行ってい
る。

(学習評価への理解) (ねらいと評価項目) （指導上のポイント等の把握) （指導と評価の一体化) （意欲付けとコーチング) （組織的な評価研究の推進)

学習評価が、児童生徒の
学力向上のみならず、教員
の指導力向上にもつながる
ことを理解している。

ねらいと評価項目を関連
付けた授業を行い、授業の
改善につなげている。

指導上のポイントや、陥
りやすいつまずきを捉え、
個に応じた指導と評価を
行っている。

指導と評価を一体化させ
ることにより、児童生徒の
学力向上に取り組んでい
る。

評価によって児童生徒の
意欲を喚起させるような
コーチングスキルを身に付
けている。

学習評価の妥当性、信頼
性を高めるため、組織的に
研究を進めている。

(個性や人格の尊重) (カウンセリングマインド) (的確な実態把握と指導)                                                        (情報共有、異校種連携) (相談体制の整備)

　全校の児童生徒に関する情報共有を推進するとともに、
必要に応じて異校種間の連携を図ることができる。

(世代の開きの認識)

児童生徒との世代の開き
を認識し、現代の子どもや
若者を理解しようと努めて
いる。

(集団活動の教育的意義の理解) (学級経営等の基本) (共同的な活動の充実) (全校的な諸活動等の企画・運営) （効果的な諸活動の計画作成） （教育活動全体の視点）

集団活動を通して、児童
生徒の人間性や社会性が育
まれることを理解してい
る。

学級等の実態を適切に把
握し、児童生徒が相互に認
め合い、高め合う集団づく
りを行うことができる。

学年等、比較的大きな集
団において、児童生徒が主
体的に取り組む共同的な活
動の場を設定し、適切に指
導・援助することができ
る。

全校的な諸活動等の企画
や運営に主体的に寄与する
ことができる。

学校全体の児童生徒の実
態を把握し、効果的な諸活
動の全体計画作成に積極的
に関わることができる。

教育活動全体を通じて豊
かな人間性・社会性の育成
を図ることができるよう、
教職員に対し指導・助言し
ている。

(定義や要因等の理解) （確実な報告・連絡・相談) （原因把握と適切な指導) （未然防止、組織的早期対応) （体制づくりへの関与) （組織的な支援体制の整備）

問題行動等に組織的に対
応できる体制を整備すると
ともに、教職員に対し的確
な指導・助言を行ってい
る。

（関係機関等との連携）

関係機関等と円滑に連携
できる体制を整備してい
る。

(障がいの状態や特性の理解) (生徒理解と指導等の工夫) (計画の作成活用と指導等の改善） （関係機関等との連携） （校内支援体制の推進） (組織的支援体制の整備)

特別支援教育施策等の動
向や、特別な支援が必要な
児童生徒の障がい等の状
態、特性を考慮した指導・
支援を行うことを理解して
いる。

児童生徒の行動や環境を
把握し、実情に対応した視
点を取り入れた授業づくり
を行う等、指導・支援の工
夫を行うことができる。

個別の指導計画及び個別
の教育支援計画の作成と活
用を通して、指導・支援の
工夫・改善を行うことがで
きる。

特別支援教育コーディ
ネーター等と協力し、保護
者や関係機関と連携しなが
ら、自立と社会参加に向け
た指導・支援の充実を図る
ことができる。

管理職の指導・助言の
下、保護者や地域、関係機
関と連携した校内支援体制
の構築に主体的に関わるこ
とができる。

校内組織の適切な運営
や、教職員の研修を推進す
るとともに、関係機関等を
活用した組織的な支援体制
を整備している。

(協働性) (協力) (共感と学び合い) (学び合う雰囲気の醸成) (メンターとしての自覚) (風通しよい職場づくりの構築)

適切なコミュニケーショ
ンを図りながら、集団の中
で協働的に行動することが
できる。

管理職等に適切な情報提
供を行い、同僚の助言等を
生かしながら、協力して職
務を円滑に遂行している。

同僚の課題や悩みに気づ
き支え合うとともに、同僚
間での学び合いを深め合っ
ている。

同僚性の重要さを認識
し、互いに学び合い支え合
う雰囲気を醸成している。

若手教員を導く役割を自
覚し、共感的人間関係を育
みながら、同僚を積極的に
支援している。

積極的に教職員と関わる
ことにより職場のコミュニ
ケーションを活性化し、風
通しのよい職場づくりを推
進している。

(集団の中での役割理解) (組織の一員としての自覚) (学校経営・運営ビジョンの理解) (教育活動の活性化) (諸計画への関与) （学校組織マネジメントの強化）

集団の中で自分の役割を
理解し、自分にできることを
実践することができる。

組織の一員としての自覚を
持ち、担当する校務分掌の
中で自分の職務を確実に遂
行している。

学校経営・運営ビジョンを
理解し、担当する校務分掌
の中で学校教育目標達成の
ために意欲的に職務を遂行
している。

学校の課題解決に向けた
取組に積極的に関わり、学
校全体の教育活動の活性化
に寄与している。

学校全体の諸計画や、課
題解決に有効な取組の立
案・推進に積極的に取り組
むことができる。

地域から寄せられる期待
や、国・県・市町村の教育
施策等を踏まえ、学校の特
色や目標等を明確にした学
校経営・運営ビジョンを策
定し、学校組織マネジメン
トを強化している。

(連携への理解) (信頼関係の構築) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(積極的な寄与) (連携の企画・推進) (体制づくりの推進)

　学校の枠だけにとらわれることなく、家庭や
地域と協働した取組に積極的に寄与することが
できる。

(安全への理解) 　　　　　　　　　　　　（危機管理マニュアルの理解と緊急時を意識したシミュレーション） (改善策の提案) (日常からの危機管理体制の整備)

  危機管理マニュアルを理解し、日頃から安全点検を行い、危険を未然に防止すると 
ともに、緊急時に落ち着いて迅速かつ的確な対応ができるよう常にシミュレーション
している。

教職員に対し、服務倫理
についての適切な指導・助
言を行っている。

４
授業構想

（カリキュラム・マネジメント）

データ等に基づいて指導の成果を評価するとともに、
教科横断的な視点を持って指導計画を修正・改善してい
る。

５
指導方法・指導技術

家庭とも連携しながら問
題行動等の直接的な原因と
背景を的確に把握し、適切
な指導を行うことができ
る。

様々な情報に基づいて、
児童生徒一人一人の実態を
総合的に把握するととも
に、児童生徒が安心して相
談しやすい雰囲気づくりを
行っている。

Ⅱ
　
授
業
づ
く
り
と
学
び
の
創
造

専門職としての基礎・基
本を身に付ける努力をし、
意欲的かつ確実に職務を遂
行している。

いじめや不登校の定義、
生徒指導上の諸課題等が起
こる要因を概ね理解してい
る。

９
生徒指導上の
諸課題への対応

Ⅲ
　
児
童
生
徒
の
理
解
と
指
導

８
望ましい集団づくり

３
本県の教育課題
への理解と対応

教育に関する法令を概ね
理解しているとともに、一
般常識や社会性を身に付け
ている。

児童生徒への日常的な関
わりの中で、一人一人の性
格や悩み、進路希望などを
把握するとともに、共感的
に受容することができる。

他者の個性・特性や人格
を尊重する態度を身に付け
ている。

児童生徒の安全確保策の
改善を提案するなど、学校
の中核として必要な危機管
理意識を持っている。

危機管理マニュアルを教
職員に周知することや、関
係機関等との連携を深める
ことにより危機管理体制の
整備を行うなど、平素から
危機管理意識を持った安全
対策等を講じている。

スクールカウンセラー等
も活用し、校内に児童生徒
が気軽に相談できる窓口を
設けるなど、相談体制の充
実・整備を図っている。

問題行動等に対し学校全
体で対応する体制づくり
や、関係機関との連携に積
極的に関わることができ
る。

問題行動等の未然防止に
努め、問題の兆しを発見し
た段階で組織的な対応をと
ることができる。

情報発信に努めながら、
家庭や地域との協働的な体
制づくりを推進している。

家庭や地域との調整役を
果たし、家庭や地域と協働
した取組の企画・推進に積
極的に関わることができ
る。

問題行動等の早期発見と
迅速な対応に向けて、児童
生徒の変化を見過ごすこと
なく把握し、管理職等に対
し適切な情報提供を行うこ
とができる。

14
学校安全への対応

児童生徒の安全の確保
が、すべての教育活動の大
前提であることを理解して
いる。

12
学校組織の運営

13
学校と家庭・地域

との連携

児童生徒のよりよい教育
は、学校、家庭、地域の連
携の下に成り立つことを理
解している。

積極的に家庭や地域との
接点を持ち、特に保護者と
の連携を大切にしている。

Ⅳ
　
教
職
員
の
協
働
と
学
校
づ
く
り

11
同僚性の構築

７

児童生徒理解

Ⅰ
　
教
員
と
し
て
の
素
養

1
使命感・情熱・向上心

２
幅広い教養や社会性
・確固たる倫理観

６
学習状況の
把握と評価

10
特別な支援を必要
とする児童生徒
への対応

福島県版■校長及び教員としての資質の向上に関する指標

自己の教育実践を省察し
ながら、資質を高めるため
に努力し、意欲的に職務を
遂行している。

中堅教員としての自覚を
持って自己研鑽し、主体的
に職務を遂行している。

組織の中核としての自覚
と使命感を持ち、自ら率先
して研究と修養に励んでい
る。

校務をつかさどる責任者
としての資質向上のため、
絶えず研究と修養に努めて
いる。

ステージ１
【基礎形成期】
概ね１～５年目

ステージ２
【資質成長期】
概ね６～１０年目

ステージ３
【資質充実期】
概ね１１年目～

ステージ４
【深化発展期Ⅰ】
熟練した教員

ステージ５
【深化発展期Ⅱ】

管理職
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ステージ０
福島県が求める
着任時の姿領

域

※ 本県の教育課題の解決に向けた取組の例

イノベーション人材の育成、グローバル人材の育成、放射線教育、防災教育、道徳教育、

医療人材の育成、 未来創造型教育、少人数教育など。

経験者研修Ⅰ 経験者研修Ⅱ初任者研修
個性や持ち味の伸長

多様なキャリアパス

ステージ

項 目



各項目の解説

Ⅰ

教
員
と
し
て
の
素
養

１ 使命感・情熱・向上心

教育公務員はその職責を遂行するために、絶えず研究と修養に

努め、自己の取組を省察しながら能力を高めるために学び続ける

必要がある。

２
幅広い教養や社会性・

確固たる倫理観

教育は、児童生徒及び保護者との信頼関係の上に成り立ってお

り、教職員一人一人の「社会性」や「確固たる倫理観」、「豊か

な人間性」が重要である。また、学校だけに留まらずに視野を広

げるため、教員自身のライフ・ワーク・バランスの視点も重要で

ある。

３
本県の教育課題
への理解と対応

本県の教育課題を解決するため、課題を理解した上で本県なら

ではの教育を推進する必要がある。

※「頑張る学校応援プラン」（平成２９年３月策定）を参照のこと

Ⅱ

授
業
づ
く
り
と
学
び
の
創
造

４ 授業構想

「授業」には、特別の教科道徳や総合的な学習の時間、学級

活動（ホームルーム活動）なども含まれており、学校には言語

能力の確実な育成や、理数教育、統計教育、情報モラル教育、

伝統や文化に関する教育、主権者教育、消費者教育、防災・安

全教育、健康教育、国際理解教育、産業教育、ふるさと学習な

ど、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育成す

るための組織的なカリキュラム・マネジメントや、主体的・対

話的で深い学びなどの視点からの授業改善が必要である。

５ 指導方法・指導技術

学習指導要領等を始め、最新の教育課題、国や県、市町村な

どの教育施策、地域や勤務校の実態や児童生徒の状況などを踏

まえながら、教科や職種等に応じた専門性を高めることが重要

である。

６ 学習状況の把握と評価

学習評価を通じて、学習指導の在り方を見直すことや個に応じ

た指導の充実を図ること、学校における教育活動を組織として改

善することが重要である。

Ⅲ

児
童
生
徒
の
理
解
と
指
導

７ 児童生徒理解

児童生徒の発達段階に応じた様々な悩みや、発達障がいを含

む障がい、日本語指導が必要な児童生徒、性に対する多様な考

え方、児童生徒の将来の夢や希望（キャリアプラン）などに対

する個を尊重したきめ細かな理解と指導のほか、自己有用感を

高めることによる予防・開発的な指導が必要である。

８ 望ましい集団づくり

学級や学年、部活動などの比較的大きな集団のほか、授業時

にその都度構成されるグループや、清掃班など、校内で組織さ

れる大小さまざまな集団の特性に合わせた指導が必要である。

９
生徒指導上の諸課題

への対応

不登校、いじめや暴力、非行や逸脱行動等の生徒指導上の諸

課題に対し、組織的かつ適切に対応する必要がある。

10
特別な支援を必要とする

児童生徒への対応

「地域で共に学び、共に生きる教育」の推進に向け、「個別

の教育支援計画」の作成率と「特別支援教育に関する校内研

修」の実施率１００％を目指し、児童生徒一人一人の教育的

ニーズに応じた指導の充実などを図る必要がある。

Ⅳ

教
職
員
の
協
働
と
学
校
づ
く
り

11 同僚性の構築

今後１０年間で約半数の教員が退職する大量退職時代を迎え

るに当たり、ベテラン、中堅、若手がこれまで以上に連携し、

子どもの成長を支え続けた教員の実践を次世代に繋げる必要が

ある。

12 学校組織の運営

校長のマネジメントの下、様々な年代の教職員が協働し、業

務の適正化に向けた提案や取組を積極的に行う職場環境づくり

を推進する必要がある。

13
学校と家庭・地域

との連携

ＰＴＡ、学校評議員、地域学校協働本部など、学校と家庭・

地域が協働して設置している組織のほか、異校種間の連携を深

めるなど、地域の様々な機関等との連携により、学校、家庭、

地域が一体となった教育が必要である。

14 学校安全への対応

東日本大震災及び原子力発電所事故の経験を踏まえて、児童生

徒の安全確保や、関係機関、保護者などとの連携の重要性を、次

世代に繋げる必要がある。



平成29年4月 教育公務員特例法の一部を改正する法律が施行され、教員の任命権者は関係大学等と

で構成する協議会を組織し、「校長及び教員としての資質向上に関する指標」（以下、

「指標」という。）に関する協議を行い、指標を策定するとともに、指標を踏まえた

研修計画を定めることとされた

平成29年6月 「福島大学と福島県教育委員会による連携協議会」（以下、「協議会」という。）を

設置し、その中に設けた「教員育成ワーキンググループ」（以下、「ＷＧ」とい

う。）において指標に関する協議を行うこととした

第1回ＷＧにおいて、指標の策定方針について協議した

平成29年8月 第2回ＷＧにおいて、県教育委員会が示した指標（案）について協議した

平成29年9月 県内各市町村、校長会、教職課程を設置している大学に指標（案）について意見照会

を行った

平成29年11月 第3回ＷＧにおいて、意見照会の結果も参酌した上で、協議会としての最終案を作成

した

平成29年12月 教育委員会会議において決定した

指標策定の経緯

【参考】教育公務員特例法の一部を改正する法律

〈参考資料〉

校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針（第２２条の２）

文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、校

長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針を定めるものとする

校長及び教員としての資質の向上に関する指標（第２２条の３）

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及

び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標を定め

るものとする

教員研修計画（第２２条の４）

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、

毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画を定めるものとする

協議会（第２２条の５）

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標基づく当該

校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会を組織するものと

するとともに、協議会は、指標を策定する任命権者及び公立小学校等の校長及び教員の資質の向上に

関係する大学等をもって構成するものとする

平成３０年６月発行 福島県教育委員会


