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１ 平成３０年度総合教育センター事業評価全体構想
（１）目標
①総合教育センターが，教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等の運営について，目指すべき目標
を設定し，その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより，総合教育センター
として組織的，継続的な改善を図る。
②総合教育センターが内部評価（自己評価）の実施とその結果の公表・説明により，適切に説明責任を果た
すとともに，本センター懇談会委員の理解と助言を得て，効率的・効果的な行政運営の実現を目指す。
（２）評価関連図
教職員の資質向上及び県民への教育支援

本センター事業の効率的・効果的実施

外部
評価

内部評価
（自己評価）

(関係者
評価）

内部評価委員会(所長,次長,部長,調整担当,総務企画担当で組織）
○本センター主要事業

千
葉

Ａ 調査研究事業 Ｂ 研修・能力開発事業
Ｃ 学校支援事業 Ｄ 教育相談事業
・目標と具体的取組の設定
・達成状況等の評価
・次年度に向けての改善

県
総
合
教
育

総務課総務企画担当
○本センター事業評価に関して
・企画・調整
・運営

セ
ン
タ
ー
懇
談
会

各部
○事業評価
・企画書の確認･修正
・事業実施
・評 価
・次年度に向けての改善
○個人評価（チャレンジシート）
・目標設定（目標・方法）
・中間フォロー（進捗状況）
・期末確認（自己評価）
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２ 主要事業全体評価計画
(1)全体計画
評価票１

・全体目標
・主要事業（主な取組・達成目標・総括・今後の課題等）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

評価票２

調査研究事業
研修・能力開発事業
学校支援事業
教育相談事業

・各事業の評価（実施内容・成果と課題・今後の取組等）
Ａ 調査研究事業
⑴ 各教科・領域・学校経営等に関する基礎的・実践的な調査研究と現場への還元
⑵ 社会の変化に伴う今日的教育課題や本件の教育課題に即した調査研究

Ｂ 研修・能力開発事業
⑴ 次世代を担う初任・成長期教員の育成を支援する研修
⑵ 地域の核となる推進・発展期教員の資質能力向上を支援する研修
⑶ 学校教育活動をリードする管理職及び深化・充実期教員の資質能力向上を支援
する研修
⑷ 社会の変化に伴う今日的教育課題や本県の教育課題に対応した教職員研修

Ｃ 学校支援事業
⑴ 地域、学校等からの要請に応える講師派遣
⑵ カリキュラムサポート室の充実及び情報提供
⑶ 調査研究成果の普及・活用促進

Ｄ 教育相談事業
⑴ 特別支援教育相談体制の充実

(2)内部評価票のまとめ方について
① 評価票１は当センター主要４事業（調査研究事業，研修･能力開発事業，学校支援事業，教育相談事
業）について総合考察評価するものである。
② 評価票２は個々の事業に関して考察評価するものである。

(3)評価基準
受講者の満足度・目標に対する達成度が
Ａ：90％以上
Ｂ：70％以上 90％未満
Ｃ：50％以上 70％未満
Ｄ：50％未満
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３ 平成３０年度内部評価一覧
項目

主
要
４
事
業

評価票１

頁

調 査 研 究 名 ・研 修 事 業 名

区分

評価

7

A 調査研究事業

A

9

B 研修・能力開発事業

A

11

C 学校支援事業

B

13

D 教育相談事業

A

（１） 各教科・領域・学校経営等に関する基礎的・実践的な調査研究と現場への還元

Ａ

A-(1)-①

15

児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法の在り方

A

A-(1)-②

16

これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関する研究

A

A-(1)-③

16

全国学力・学習状況調査の実施及び結果分析

A

調 A-(1)-④
県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に関する調査研究
17
査
研 （２） 社会の変化に伴う今日的教育課題や本県の教育課題に即した調査研究
究
各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究
A-(2)-①
17

A

A

A-(2)-②

18

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究

A

B-(3)-③

18

障害のある児童生徒が自立と社会参加するために必要な資質・能力を育成するためのカリキュラム・
マネジメントに関する研究

A

（１）次世代を担う初任・成長期教員の育成を支援する研修の充実
B-(1)-①-ｱ

19

悉皆 幼稚園等初任研

A

B-(1)-①-ｲ

19

悉皆 小学校初任研

A

B-(1)-①-ｳ

20

悉皆 中学校初任研

A

B-(1)-①-ｴ

20

悉皆 高等学校初任研

A

B-(1)-①-ｵ

21

悉皆 特別支援学校初任研

A

悉皆 小学校フォローアップ研Ⅰ
B-(1)-②

21

悉皆 中学校フォローアップ研Ⅰ

A

悉皆 高等学校フォローアップ研Ⅰ
悉皆 特別支援学校フォローアップ研Ⅰ

B

悉皆 小学校フォローアップ研Ⅱ

研
修 B-(1)-③
事
業

22

悉皆 中学校フォローアップ研Ⅱ

A

悉皆 高等学校フォローアップ研Ⅱ
悉皆 特別支援学校フォローアップ研Ⅱ
悉皆 小学校5年経験者研

B-(1)-④

22

悉皆 中学校5年経験者研

A

悉皆 高等学校5年経験者研
悉皆 特別支援学校5年経験者研
悉皆 小学校ステップアップ研

B-(1)-⑤

23

悉皆 中学校ステップアップ研

A

悉皆 高等学校ステップアップ研
悉皆 特別支援学校ステップアップ研

B-(1)-⑥

23

悉皆 特別支援学級・通級担当新任教員研修

A

B-(1)-⑦

24

希望 出前あすなろ塾

A

3

（２）地域の核となる推進・発展期教員の資質能力向上を支援する研修の充実
悉皆 中堅教諭等資質向上研（幼稚園教諭等）
B-(2)-①

25

悉皆 中堅教諭等資質向上研（小学校教諭）
悉皆 中堅教諭等資質向上研(中学校教諭）

A

悉皆 中堅教諭等資質向上研（県立学校等教諭）
B-(2)-②

25

推薦 新任研究主任研

A

B-(2)-③

26

推薦 小・中学校教務主任研

A

B-(2)-④

26

推薦 長期研修共通研

A

B-(2)-⑤

27

希望 サテライト研究制度

A

（３）学校教育活動をリードする管理職及び深化・充実期教員の資質能力向上を支援する研修の充実
B-(3)-①-ｱ

28

悉皆 新任校長研

A

B-(3)-①-ｲ

28

悉皆 新任教頭研

A

B-(3)-②

29

推薦 「チーム学校」リーダー研【新規】

A

B-(3)-③

29

悉皆 新任主幹教諭研

A

B-(3)-④

30

推薦 県立学校等企画・運営リーダー育成研

B

B-(3)-⑤

30

推薦 幼児教育アドバイザー研

A

B-(3)-⑥

31

推薦 キャリア教育指導者（産業社会と人間）j研修【新規】

A

B-(3)-⑦

31

希望 出前リーダーサポート塾

A

B B-(3)-⑧

32

推薦 教員の民間研修

A

研 （４）社会の変化に伴う今日的課題や本県の教育課題に対応した教職員研修の充実
修
事 B-(4)-①-ｱ 33 推薦 小学校外国語活動中核教員養成研
業
推薦 中学校英語科教員指導力向上研
B-(4)-①-ｲ 33
推薦 高等学校英語科教員指導力向上研
B-(4)-①-ｳ

34

希望 Let's Try！小学校外国語活動研【新規】
希望 We Can！小学校外国語科研【新規】

A
A
A

希望 学ぶ意欲を引き出す授業づくり研(東葛）
希望 今日的な教育課題解決に向けた実践研（東総） ＜中止＞
B-(4)-②-ｱ

34

希望 一歩進んだ指導技術研-｢ほめる｣と｢ホンネ｣-(東上総）

A

希望 幼児教育研（南総）
希望 学びに向かう力を高める授業づくり研（南総）
B-(4)-②-ｲ

35

希望 活動と学びのわくわく！生活科実技研【新規】

A

B-(4)-②-ｳ

35

希望 高校若手教員のためのホームルーム経営実践研

A

B-(4)-②-ｴ

36

希望 総合的な学習の時間「思考ツールによるしかけ方」研【新規】

A

B-(4)-②-ｵ

36

希望 スマイル先生！若手指導力アップ研

A

B-(4)-③

37

推薦 学校人権教育指導者研修

A

B-(4)-④

37

推薦 県立学校ハラスメント相談研

A

B-(4)-⑤-ｱ

38

推薦 「政治的教養を育む教育」基礎研

B

B-(4)-⑤-ｲ

38

希望 授業に役立つ消費者教育研修

A

B-(4)-⑥ｰｱ

39

希望 校務におけるICT活用能力向上研修

B

B-(4)-⑥ｰｲ

39

希望 授業におけるICT活用能力向上研修

A

B-(4)-⑥ｰｳ

40

希望 児童生徒の情報活用能力の育成研修

A

4

B-(4)-⑥ｰｴ

40

希望 視聴覚教育研修

B

B-(4)-⑥ｰｵ

41

推薦 教育情報化推進リーダー養成研修

B

B-(4)-⑦-ｱ

42

希望 初等理科

A

B-(4)-⑦-ｲ

42

希望 物理

A

B-(4)-⑦-ｳ

43

希望 化学

A

B-(4)-⑦-ｴ

43

希望 生物

A

B-(4)-⑦-ｵ

44

希望 地学

A

B-(4)-⑦-ｶ

44

希望 技術・家庭科

A

B-(4)-⑧-ｱ

45

希望 障害の理解と指導（希望）

A

B-(4)-⑧-ｲ

45

希望 障害の特性に応じた指導（推薦・希望）

A

B B-(4)-⑧-ｳ
B-(4)-⑧-ｴ
研
B-(4)-⑧-ｵ
修
事 B-(4)-⑧-ｶ
業
B-(4)-⑨-ｱ

46

希望 自立活動研修（推薦・希望）

A

46

希望 アセスメント(希望）

A

47

希望 教育相談(希望）

A

47

希望 施策・課題への対応(推薦・希望）

A

48

希望 講師のための教育実践基礎研修

A

B-(4)-⑨-ｲ

48

希望 若い教師のためのあすなろ塾

A

B-(4)-⑨-ｳ

49

希望 中堅教員サポート塾

A

B-(4)-⑨-ｴ

49

希望 理科実験土曜塾

A

B-(4)-⑨-ｵ

50

希望 「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾－子どもの可能性を引き出す合理的配慮とは－

A

B-(4)-⑨-ｶ

50

希望 「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾－子どもの力を伸ばすほめ方・叱り方・言葉かけ－

A

B-(4)-⑨-ｷ

51

希望 特別支援教育講演会「幸せになるためのアンガーマネジメント（怒りのコントロール）」

A

B-(4)-⑩-ｱ

51

希望 学生のための教師未来塾

A

B-(4)-⑩-ｲ

52

希望 ちば！教職たまごプロジェクト

A

B-(4)-⑩-ｳ

52

希望 グッと！オリパラ！教育体験研修

A

B-(4)-⑩-ｴ

53

希望 グローバル化に対応する国際教育研

B

（１）地域、学校等からの要請に応える講師派遣
C-(1)-①

54

A

講師派遣(出前講師）等

（２）カリキュラムサポート室の充実及び情報提供
Ｃ C-(2)-①

54

教育活動相談業務等カリキュラムサポート室の運営

教育関係資料の収集・整備・利用促進
C-(2)-②
55
学
教師力アップいつでも研修
55
校 C-(2)-③
支
援 （３）調査研究成果の普及・活用促進

A
A
A

C-(3)-①

56

総合教育センター・子どもと親のサポートセンタ研究発表会

C-(3)-②

56

千葉県児童生徒・教職員科学作品展

A

C-(3)-③

57

『千葉教育』の発行

A

C-(3)-④

57

ガイドブック等の普及

B

Ｄ （１）特別支援教育相談体制の充実
教
日常の教育相談の充実
58
育 D-(1)-①
相 D-(1)-②
子どもと親のサポートセンターとの協働的な相談の実施
59
談
関係機関との相談連携の推進
D-(1)-③
59

5

A
A
A

４

評価票 1

(1)全体目標及び主要事業
総合教育センターは、教育機関設置条例第８条に基づき、
「Ａ 調査研究」、
「Ｂ
発」、
「Ｃ

研修・能力開

学校支援」及び「Ｄ 教育相談」の４つの柱で事業を展開している。

平成30年度は、昨年度のセンター懇談会における提言や第２期千葉県教育振興基本計画「新み
んなで取り組む『教育立県ちば』プラン」及び新しい学習指導要領の告示等を踏まえ、以下の全
体目標を踏まえ４事業を実施する。

【総合教育センター全体目標】
１

新しい学習指導要領の趣旨を生かし、教員の資質能力向上に結びつく研究・
研修を推進する。
→

Ａ

調査研究事業（◎カリキュラム開発部、学力調査部、特別支援教育部）

Ｂ

研修・能力開発事業（◎研修企画部、カリキュラム開発部、特別支援教育部）

２

子どもたちの資質・能力を育む効果的な指導方法を探り、教職員の指導力を
具体的に支援する。
→

Ｃ

学校支援事業（◎カリキュラム開発部、特別支援教育部）

Ｄ

教育相談事業（特別支援教育部）

【主要事業】
A 調査研究
各教科・領域・学校経営等に関する基礎的・実践的な調査研究及び社会の変化に伴う今日的教
育課題や本県の教育課題に即応した調査研究を行うことにより、本県の教育課題や学校が抱える
課題の解決・改善に資する。
B 研修・能力開発
教育関係者の資質向上・能力開発を図るための専門的で実践的な研修を行うとともに、広く県
民への教育に関する奉仕を行う。
C 学校支援
センター所員の専門性を生かし、学校や教職員への支援及び助言を行うとともに、調査研究の
成果等を周知し、各地域・学校の教育活動充実に資する。
D

教育相談
就学前幼児や児童生徒を中心に、特別な教育的支援の必要な子どもについて、保護者や本人、

教職員の申し込みにより、教育・養育上のニーズに応じて相談を行う。
相談内容によっては、医師による相談や「子どもと親のサポートセンター」と連携した相談を
行ったり、学校現場との連携を図ったりすることで、学習上・生活上の困難の克服・改善に資す
る。
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(2)主要事業ごとの評価

Ａ

調査研究事業

【評価 Ａ 】

【今年度の主な取組】
⑴各教科・領域、学校経営等に関する基礎的・実践的な調査研究と現場への還元
①児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法の在り方
(新規)
②これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関す
る研究～子どもたちの主体的・対話的で深い学びの実現を通して～
③全国学力・学習状況調査の実施及び結果分析
④県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に関する調査研究
⑵社会の変化に伴う今日的教育課題や本県の教育課題に即応した調査研究
①各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究（新規）
②幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究
③障害のある児童生徒が自立と社会参加するために必要な資質・能力を育成するためのるカリキ
ュラム・マネジメントに関する研究～障害種の異なる特別支援学校の実践から～（新規）
【達成目標】
・平成30年度が計画の最終年次となる、下記４件の研究について、年度内に研究成果を取りまとめ、
報告書等を作成して県内外に発信する。
⑴「これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関す
る研究～子どもたちの主体的・対話的で深い学びの実現を通して～
⑵「全国学力・学習状況調査の実施及び結果分析」
⑶「県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に関する調査研究」
⑷「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究」
【目標の達成状況】
・下記２件の研究については、すでに、報告書等を作成・配付し、学力向上交流会等を通じ、広く県
下に提供することができた。
⑴「全国学力・学習状況調査の実施及び結果分析」
⑵「県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に関する調査研究」
・下記２件の研究については、研修の見直し、校内研修の活性化のために、年度内に研究のまとめの
発信に向けて着実に準備を進めている。
⑶「これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関す
る研究～子どもたちの主体的・対話的で深い学びの実現を通して～」
⑷「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究」
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【総括・評価の理由】
・平成 30 年度末に完結予定の４件の調査研究については計画どおり終了する予定である。
・研究の中間年度の研究について、ほぼ計画通り進めている。新学習指導要領を踏まえ、県の教育
施策及び各学校の教育活動を推進させるため、絶えず研究計画の修正、改善を図る必要がある。
・平成 30 年度末に完結予定の４件の調査研究については計画通り終了する予定である。
・中間年度の研究について、ほぼ計画どおり進めている。新学習指導要領を踏まえ、県の教育施策
及び各学校の教育活動を推進させるため、絶えず研究計画の修正、改善を図る必要がある。
・７本の調査研究のうち、６本は計画とおり進捗し成果を上げている。「指導方法と評価方法の在り
方」については、年度途中に「理数探究」を含めることした。計画を見直し、先行研究の分析ま
で進めることができた。全体としては評価Ａとした。
【今後の課題と対応】
・研究成果を今後の研修事業等の中で活用し、より使いやすいように改訂していく。
・完成した研究成果を Web 発信するとともに、研修事業等の中で紹介・活用することで、普及を進め
る。
・
「指導方法と評価方法の在り方」は、来年度の完結に向けて計画を作成する。また、理数探究に対
応した研究協力員を加え、研究の質を高めるよう協力員会議を充実させる。
・これまでの研究成果物を改善し、より活用しやすいものにして提供する。
・障害のある児童生徒の自立と社会参加のために、開発した目標設定できるシートから個別の指導計
画を作成できるようにする。これを教育課程の評価・改善につなげる仕組みを提案する。
・高等学校での新たな探究的科目の新設に対応した調査研究を進める。
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Ｂ

研修・能力開発事業

【評価 Ａ 】

【今年度の主な取組】
(1)次世代を担う初任・成長期教員の育成を支援する研修の充実
・初任者研修では、体験研修や異校種交流における協議等、主体的・能動的な研修体制を構築
・フォローアップ研修、５年経験者研修、ステップアップ研修では各自の課題を追究
(2)地域の核となる推進・発達期教員の資質・能力向上を支援する研修の充実
・10 年経験教員（中堅教諭等）及び新任時（主任）教員の専門的な力量向上、校務推進
・長期研修制度を生かした本県教育の推進者の育成
(3)学校教育活動をリードする管理職及び深化・充実期教員の資質・能力向上を支援する研修の充実
・特色ある教育活動や喫緊の課題への対応等、管理職向けの学校経営に関する研修
・指導層教員としての識見・指導力を高め、学校組織マネジメントの考え方を活用する研修
(4)社会の変化に伴う今日的課題や本県の教育課題に対応した教職員研修の充実
・体験を重視したオリンピック・パラリンピック教育の研修（増設）
・
「チーム学校」を推進するための管理職等を対象とする研修（統合・新設）
・幼児期の教育との関連を踏まえた小学校生活科に関する研修（新設）
・小学校外国語教育拡充に伴う、外国語活動及び外国語科に関する研修（新設）
・総合的な学習の時間における、主体的・対話的で深い学びへと導く研修（新設）
・中・高等学校における発達障害のある生徒の理解や指導等に係る研修（新設）
・新学習指導要領の改訂を踏まえ、教育課程編成や自立活動を取り扱う研修（新設）
・医療的ケアの必要な児童生徒の増加を踏まえ、担当者としての資質向上を図る研修（新設）
・英語教育強化推進事業を通した、外国語担当教員の指導力向上のための研修（５年目）
・理科、家庭科、技術・家庭科及び産業教育の実験観察等に関する研修
・優れた実践事例に学ぶキャリア教育を推進する教員の育成
・校内で「主体的・対話的で深い学び」を推進する教員の育成

【達成目標】
(1)研修事業の見直しを行い、教員等育成指標の構成要素を位置付けるとともに、初任者研修とフ
ォローアップ研修Ⅰ・Ⅱ、５年経験者研修・ステップアップ研修・中堅教諭等資質向上研修の
内容を確認・整理し、新研修体系に向けた検討を進め、企画書を作成する。
(2)各研修事業に、研修生にとって「主体的・対話的で深い学び」となる要素を取り入れる。
(3)研修アンケートの満足度 90％以上又は前年度比プラスとする。
(4)希望研修の見直し・改善を行い、希望倍率を 1.0 以上とする。
(5)ICT を活用し、研修内容の充実と事務作業の効率化を行う。

【目標の達成状況】
(1)研修事業のスクラップ＆ビルドについて、31 年度実施予定の研修事業数は、30 年度比では１事
業増、29 年度比で 16 事業削減とした。また、平成 31 年度実施予定の研修事業の各講座内容に
対して、指標の構成要素を位置付けた。
(2)「主体的・対話的で深い学び」を重視した内容・方法を全ての研修事業の一部又は全部に導入し
た。演習やレポートを基にした班別協議に加え、科学技術教育やメディア教育関係の研修では、
実験・実習等体験型の研修を実施した。
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(3)研修アンケート結果（1 月 9 日現在）176 事業中 150 事業の集計終了。
・満足度 90%以上、141 事業（94%）
(4)希望研修の申込状況については、1.0 倍を若干下回る希望倍率となったが、前年度比 0.01 ポイ
ント増となった。
総セ全体 倍

率

本年度 4 月期

0.99 倍（再募集した結果、最終倍率は 1.11 倍）

昨年度同期

0.98 倍

応募人数 本年度 4 月期 5,511 人（再募集した結果、6,041 人）
昨年度同期

5,005 人

(5)ｅラーニング実施事業の拡大
ＩＣＴ活用の校種等拡大（初任者研修、フォローアップ研修Ⅰ、フォローアップ研修Ⅱ、中堅
教諭等資質向上研修、特支新担研、長期研修、新任教頭研修）
（初任研開講式代替に加え夏季休業中１日実施、新任教頭研修追加）
【総括・評価の理由】
・
「学校における働き方改革」推進プランが策定され、研修においても、日数や報告書の削減及び効
率化など、教員の負担軽減が求められている。来年度に向けて研修内容を整理した意義は大きい。
同様に、ICT を活用することにより出張の削減やレポートの一層の簡略化を行うことができた。
・
「学習指導要領の改訂」を踏まえ、
「主体的・対話的で深い学び」の要素を導入するとともに、体験
型の研修を取り入れた。管理職研修やミドルリーダー層の研修など、一部であるが、組織マネジメ
ントやカリキュラム・マネジメントの視点も盛り込むことができた。
・
「教員の資質能力の向上」にむけて、研修後の振り返りを重視した。講師による指導、知識・技能
の習得については一定の評価を得たが、自己の課題解決に至っていない研修もあることがわかっ
た。
・研修生のニーズを把握し事業を再構成した結果、希望倍率が若干だが増えた。応募人数も前年度
から約 62 名増えた。
・教師塾・出前塾共に本センター作成のガイドブックの内容を十分に活用、周知することができた。
・研修・能力開発 65 事業のうち 62 事業（95%）がＡ評価だったので全体評価をＡとした。
【今後の課題と対応】
・今年度同様に「学習指導要領の改訂」の趣旨（特に「総則」部分）を生かした研修を構築し、内容
の周知・徹底を図る。
・新たな「千葉県教職員研修体系」
（平成 31 年 3 月策定予定、平成 32 年度実施予定）に伴い、平成
31 年度からの移行期間を考慮しつつ、キャリア・ステージごとに研修内容を整理する。併せて現
代的な課題への対応も行う。
・免許更新講習の円滑な実施と中堅教諭等資質向上研修との相互認定の仕組みをつくる。
・研修履歴の管理やｅラーニング等の研修を支援する「研修履歴システム」の構築を進め、平成 32
年度全面運用に向けた試行を行う。
・演習・協議型に加えて授業体験を取り入れていく。
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Ｃ

学校支援事業

【評価 Ｂ 】

【今年度の主な取組】
⑴地域・学校等からの要請に応える講師派遣
・各地域・学校で行われる校内研修等へ講師を派遣
・最新の ICT 機器活用、プログラミング教育や特別支援教育など専門的分野、授業・学級経営、
生徒指導等の領域の指導・助言
⑵カリキュラムサポート室の充実及び情報提供
・教育関係資料等の整備及び情報発信・提供・活用の促進
・教師塾等の企画運営を通して学校や教職員の教育活動の向上・充実を支援
・国際理解教育に係る展示室の開設（JICA との協働）
⑶調査研究成果の普及・活用促進
・本年度の研究成果を発表する発表会を開催し、研究成果の普及・活用の促進
・研究成果をまとめたガイドブック等の研修会での活用・広報の促進
・
『千葉教育』を通じ、最新の教育動向、各種研修の成果や県内教職員の実践を紹介
【達成目標】
⑴学校運営や学習指導上の諸課題解決・教職員の能力開発及び能動的自立研修に資するため、学校
や教職員等への支援・助言を行う。
⑵特に講師派遣は迅速かつ適切な派遣体制を定着させるとともに、教育団体等による研究協議会に
協力委員を派遣する。
⑶カリキュラム関連情報の収集・提供を充実させ、閲覧数を増加させるとともに、調査研究の成果
をまとめたガイドブック等の活用増加を目指す。
【目標の達成状況】
⑴各地域や学校からの依頼に対して、全て、要請に応える専門性の高い講師を迅速に派遣し、適切
な支援・助言を行うことができた。
⑵新学習指導要領や今日的教育課題等への対応等のニーズに応えることができるよう、各部・各担
当の資質・能力向上を図ると共に提供するコンテンツの改善・向上を行った。
⑶-1 教育関連情報についてコンテンツ数を増やす等充実を図り、周知に努めた。そのためアクセス
数は昨年度に比べて 4,000 件増加し、来所しての活用も増えた。
⑶-2 研修事業等の中で、研究成果の活用や『千葉教育』の Web からのダウンロード化について一層
の周知・広報に努めることができた。ガイドブックの中には現状と合致しない部分があり、改訂等
を進め、一部手直しを行った。
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【総括・評価の理由】
・各学校・地域の要望に応え支援を行うために、講師の派遣・教育関係資料等の提供・調査研究成果
の普及を着実に進めている。
・教育情勢は常に変化し、各学校・地域では新たな課題への対応が求められている。新学習指導要領
への対応も喫緊の課題となっている。これらに対する助言及び支援には高い専門性が求められ、
より一層、研究指導主事としての資質・能力の向上が必要となっている。同時に、教育現場のニー
ズに対応したコンテンツの充実や迅速な対応を更に進める必要がある。
・各事業別に（１）講師派遣については昨年度と同様にすべて依頼に対して適切な講師を派遣する
ことができたので評価Ａ、
（２）カリキュラムサポート室の運営については利用者についてはほほ
昨年並みだが、研修等での周知の効果があり、相談件数は 1.7 倍となった。また、コンテンツへ
のアクセス数も現時点おいて 4,000 件増であるため評価Ａ、
（３）研究成果の普及・促進について
はセンター発表会がまだ実施されていないことと研究の成果物であるガイドブックの一部手直し
はしたが、ダウンロード数は昨年並みであったため B 評価とした。以上の各事業の評価を総合し
て学校支援事業全体としては評価 B とする。
【今後の課題と対応】
・講師派遣では、新学習指導要領への対応やプログラミング教育・ICT 活用、特別支援教育に関する
専門的な支援・助言を求める依頼が増加しており、対応する各部・各担当研究指導主事の資質・能
力の向上を図る必要がある。そのために、協力委員として千葉県教育研究所連盟等の関係教育団
体の会議に参加し、連携を深めるとともに最新の教育動向の把握に努める。また、各種研修会・研
究発表会に参加し、支援・助言に生かす。さらに、個々の派遣で受講生に満足度調査を行い、客観
的なデータをもとに支援・助言内容の改善に努める。
・Web による閲覧回数・ダウンロード数の増加及び「高等学校授業ライブラリー」の展開に対応し
た仕様更新を進める。
・ガイドブックを研修事業の中で活用するため、教育情勢や研修内容に即した内容になるように見
直しを進める。本年度は、改訂から５年が経過した「学級づくりガイドブック」の一部改訂を行っ
た。
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Ｄ

教育相談事業

【評価 Ａ 】

【今年度の主な取組】
特別支援教育相談体制の充実
・個々の教育的ニーズに応じて、本人や保護者の気持ちに寄り添いながら主訴解決を目指す、来所相
談・電話相談・メール相談の充実。
・ケースに応じて、出張相談を行い、学校・相談者との三者連携を図る。
・高等学校及び就学前施設等で発達障害に関する研修に活用できる資料（ＰＰコンテンツ）を作成する。
・相談を始めるにあたり『見立て会議』を行い、部としての相談方針等の確認を図る。
・特別支援教育課主催の会議や千葉県教育研究所連盟の会議等へ参加する。
・所員の専門性向上及び相談ケースへの多面的で的確な対応を目指して、毎月１回、大学教授を招聘
して教育相談研修（講話・演習・ケース会議）を実施する。
・発達障害等のある児童生徒や不登校等のある児童生徒に対して、子どもと親のサポートセンターと
の連携会議を毎月１回行う等の協力体制のもと、２つのセンターがそれぞれの専門性を生かし、連
携した教育相談を行う。
・各研修事業や学校等支援事業の場を活用しながら、リーフレットを配付するなどし、教育相談事
業の啓発及び周知を図る。
・相談事業の改善を図るため相談者に対してアンケートを実施する。
【達成目標】
⑴就学前の幼児や学齢児を中心に、特別な教育的支援が必要な子どもや保護者の教育的ニーズに応じ
て、教育・養育等における指導・支援・助言を行い、教育相談による本人（保護者）支援を充実さ
せることで主訴を解決する。
⑵教育相談研修や各種会議への参加を通して、障害者差別解消法を含め、特別支援教育や教育相談担
当者としての専門性を高める。
⑶-1 子どもと親のサポートセンター等の関係諸機関との連携体制を活用しながら、それぞれの専門
性を生かした教育相談事業の充実を図る。
⑶-2 総セ主催の研修事業において、リーフレットを配付し教育相談事業並びに出張相談についての
周知を図る。
⑷相談者へのアンケートを実施することで、相談者の評価や感想を把握し、今後の教育相談業務のさ
らなる充実を目指す。
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【目標の達成状況】
⑴-1 来所相談では、『見立て会議』を基に主訴に応じた相談が行えた。可能な限り相談者の在籍校へ
の電話連絡や出張相談を実施することで、本人・保護者の教育的ニーズに応じた相談が行えた。
⑴-2 即時的な対応の重要性を念頭に、相談申込から相談者への連絡までを一週間以内とした目標を
遅滞なく実行することができた。
⑵相談担当者の知識・技能の向上を図るため、月に１度、所員全員対象に大学教授を招聘した教育
相談研修を実施し、最新の情報を得るとともに、事例を基にした参加型研修も多く取り入れるこ
とで、教育相談に関する専門性向上が図れた。
⑶-1 毎月の連携会議での情報交換等を『連携だより』として発行し、全所員に回覧することで子ど
もと親のサポートセンターとの連携強化が図れた。
⑶-2 子どもと親のサポートセンターとの合同研修会や月１回の相談連携会議を通して、双方の相談
事業について相互理解し、また「相談業務相互支援ネットワーク」等の会議での情報発信によ
り、県民への相談事業の啓発・周知を進めることができた。
⑷相談者へのアンケートから「今後も相談機関として活用したい」が 100％。その理由の主なものと
して「対応が丁寧」、
「情報が得られる」が挙げられた。
【総括・評価の理由】
・教育相談業務に関する５つの相談形式（来所・電話・医療・メール・出張）において、年間を通し
て即応的かつ丁寧な相談業務が行えた。
・教育相談に関する知識技能等、資質向上を図る教育相談研修は、年間計画に基づき実施することが
でき、
『インシデント・プロセス法』を学ぶことで『見立て会議』の充実が図れた。
・アンケートを実施したことで、所員の丁寧な対応姿勢と確かな情報提供がセンターの教育相談事業
への県民の信頼に繋がることが明らかになった。
・
「高等学校のおける特別支援教育の充実」を図るためにも、高校生の学校生活への適応や学習と進路
に関する相談についての研究及び研修の充実を図るとともに、これまで以上に子どもと親のサポー
トセンターとの連携強化の必要がある。
・特別支援教育相談体制の充実に関する三つの事業（日常の教育相談の充実・子どもと親のサポート
センターとの協働的な相談の実施・関係機関との相談連携の推進）において、すべてＡ評価のため
教育相談事業の総合評価をＡとした。
【今後の課題と対応】
・高等学校及び就学前施設等で発達障害に関する研修に活用できる資料として作成した『高等学校に
おける発達障害の理解と対応（仮称）
』と『発達障害のある子の理解と支援（仮称）』を活用しても
らうための周知方法を検討し、活用を促進していく。
・所員の専門性の向上のため、子どもと親のサポートセンターと協働し、研修会等の充実を図る。
・今年度同様に「相談業務相互支援ネットワーク」等関係機関との連携を活用して、相談事業の啓発
及び周知を推進する。
・障害特性だけでなく、不登校やいじめなどを含む複雑なケースの相談も増えてきたことから、子ど
もと親のサポートセンターとの連携協力体制を生かし、多面的なニーズに対応していく。
・個々の教育的ニーズに応じて、本人や保護者の気持ちに寄り添いながら課題解決や早期終結を図る
ため、今年度以上に学校との連携（出張相談）や学校等支援の充実に努める。
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５

評価票２

Ａ

調査研究事業

（１） 各教科・領域・学校経営等に関する基礎的・実践的な調査研究と現場への還元
事業Ａ －（１）－①
児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方

事業名

事業概要

Ａ

法の在り方

担当部班名

評価

カリキュラム開発部科学技術教育担当
平成 27 年度から 29 年度の 3 年間にわたり、理科の学習指導を中心に科学的思考力を高める

ための効果的な指導方法や、自己の変容を実感できる評価の在り方について調査研究を行い、
4 つの学習ツールを開発した。今年度からは、この 4 つの学習ツールを他教科にも応用し、よ
り広く児童生徒の資質・能力を伸ばすことを目指す。
（平成 30～31 年度）
実施内容

これまで開発した指導方法の記録用紙２種（
「コア知識を活用したコミュニケーション活動に

役立つカード」
、
「自由記述型観察実験シート」
）と評価方法の記録用紙２種（
「ＯＰＰシートを活用した児
童生徒の変容がわかる評価」、
「４段階ルーブリック」
）の中から、特に外国語、道徳、理数探究の指導や
評価に応用できる学習ツールを選定・改良し、実際に研究協力校で授業を行い効果を検証する。また、理
数探究については、2022 年より高等学校の新科目であるため、授業の計画・進め方についても並行して
研究を行う。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・年間を通して７回の研究協力員会議を行い、指導方法と評価方法、及び資料の検討を行うとともに、県
内４か所の学校（小学校１校、中学校２校、高等学校１校）において、検証授業を行った。
・外国語と道徳の授業で、児童生徒が自己の変容を可視化することをねらった振り返りシート（ＯＰＰシー
トを応用したもの）を実際に使用し、その効果を検証した。二つの教科について有効性が認められた。
・理数探究授業の進め方を研究するにあたり、現行の科目「課題研究」に着目し、先進校から情報提供を
受け、理解を深めた。実践事例をさらに増やし、検証を重ねていく。
・開発したシートを応用して、理科以外の授業で活用したところ、児童生徒の変容を見取ることに一定の
成果を見ることができたので評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・さらに実践事例等のデータ収集に努め、実用性を高める。
・振り返りシート以外の学習シートの応用についても、シートに改良を加え、提案する。
・変容や児童生徒の自己評価を数値化し、正確で、客観的な評価を短時間で行える工夫をする。
・
「理数探究」の調査研究では、該当科目に対応した研究協力員の増員を盛り込んだ調査研究計画を来年度
の完結を見据えて作成し、研究協力員会議のさらなる充実を図ることで調査研究の質を高める。
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事業Ａ

調査研究事業

事業 A －（１）－②
事業名
担当部班名
事業概要

これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネ
ジメントに関する研究

評価

Ａ

カリキュラム開発部研究開発担当
「主体的・対話的で深い学び」の実現を通して、これからの時代に求められる資質・能力を学
校全体で育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方を明らかにする。
（H28～30）

実施内容 基礎研究と研究協力校との実践的研究を通して、カリキュラム・マネジメントを実現するため
の手法や実現する上での課題等についてまとめ、発表する。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・研究協力校（小１、中２、高１）の実践的研究から理論の検証を行うことができた。
・資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの手法を開発し、冊子にまとめたり、教師塾
等で活用したりすることができたため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・資質・能力を育成するための授業改善の手立て（
「問いの工夫」
、
「思考ツールの活用」
、
「リフレクション」）
について、今後も継続的に研究を進める必要がある。
・研究の成果を教師塾や出前塾等の研修事業で活用するとともに広報に努め、更なる普及を目指す。
事業 A －（１）－③

評価
事業名

全国学力・学習状況調査の実施及び結果分析

A

担当部班名 学力調査部企画調査担当
事業概要 全国学力・学習状況調査を実施し、その結果を分析して、千葉県の成果と課題を明らかにする
とともに、市町村及び学校ごとの指導改善を支援する。
実施内容 リーフレット（11 月）及び分析結果報告書（12 月）の作成・配付。学習指導課の学力向上事
業（研修会・学力向上交流会等）への協力。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・全国学力・学習状況調査の結果をまとめたリーフレットを作成し、学力向上交流会で配付すると共に、
全ての公立小・中学校等に配付した。
・分析結果報告書は、各教育事務所の分析について改善して作成し、全ての公立小・中学校等に配付した。
・学習指導課の学力向上事業に協力した。
・年度初めの計画どおりに事業を実施することができたこと、分析結果報告書において各教育事務所の分
析について改善を図ることができたことから、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・学校の指導改善を支援するために、総合教育センター他部や学習指導課と連携を深める。
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事業Ａ

調査研究事業

事業 A －（１）－④

評価
県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に関する調査研究

事業名
担当部班名
事業概要

A

学力調査部県立中学校担当及び公立高等学校担当
県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜の制度に関する調査研究を行い、本県にお
ける制度の改善に役立てる。公立高等学校入学者選抜については、各教科の平均点等、入学
者選抜の結果を公表し、県内中学校生徒の学力向上に資するデータを提供する。

実施内容

入学者決定及び入学者選抜に係る実施要項・実施細目・願書等の作成。入学者決定及び入学者

選抜の結果を Web 上で公表。公立高等学校入学者選抜の分析結果を指導主事会議等で報告。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に係る実施要項・実施細目・願書等を作成し、関係
部署に配付した。
・公立高等学校入学者選抜の結果の冊子を作成し、指導主事会議等で配付、報告した。
・年度初めの計画どおりに事業を実施することができたこと、学習指導課と連携して公立高等学校入学者
選抜の制度に関する調査研究を実施し本県の制度改善に寄与することができたことから評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・県立中学校入学者決定及び公立高等学校入学者選抜に係る資料の改善を検討する。
・公立高等学校入学者選抜の分析結果をより充実させて、指導主事会議で報告する。

（２）

社会の変化に伴う今日的教育課題や本県の教育課題に即した調査研究

事業 A －

(２）－①

評価
各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部メディア教育担当

小学校における各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究に取り組
み、検証授業を通して、モデル指導案を作成し、公開する。
（平成 30 年度）

実施内容
・どの学校でも、どの教員でもプログラミング教育を行うことができるようにするために、昨年度作成し
た「授業用プラン」と「研修用プラン」を学校現場や教育関係機関に周知し、活用を推進する。
・プログラミング教育について、どの学校でも教育課程にしっかりと位置付けていくことができるように
するために、教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究に取り組む。そして、
検証授業を通して、モデルプランの修正版と新たに開発したプランを公開していく。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・昨年度作成したプランの修正版を出すとともに、学習指導要領に示された小学校５年算数「円と正多角
形」の単元と同６年理科「電気の利用」の単元において、新たにモデル指導案を作成し提案することが
できた。
・２つのモデル指導案を作成し、計画通り進捗しており、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・修正・開発したモデルプランを Web 上に公開するとともに、研修事業の中で紹介するなど広く普及に
努める。
・学習指導要領に示されていない部分の各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法について、
今後さらに研究を進めていく予定である。
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事業Ａ
事業 A －

調査研究事業

(２）－②

評価
事業名

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究

A

担当部班名
カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 接続期のカリキュラムを作成し、県モデルプランとする。
（平成 28～30 年度）
実施内容

・接続期のカリキュラムについての基礎研究
・カリキュラム作成ワーキンググループ会議を年５回開催
・接続期のカリキュラムのモデルプランを冊子とし、県内の全幼児教育施設、小学校、関連施
設に配付する。

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るためには、
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を
とおしてつないでいくことが大切であることが明らかになった。
・接続期のカリキュラムの千葉県モデルプランを作成し冊子としてまとめ、本年度３月に県内の全幼児
教育施設、小学校、関係機関に配付する準備を整えることができたため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・接続期のカリキュラムの千葉県モデルプランの冊子を活用して、今後、県内の幼児教育施設、小学校に
おいて円滑な接続をどのように図っていくか、研修事業への活用及び普及を含めて検討をしていく。
事業 A －

(２）－③
「障害のある児童生徒が自立と社会参加するために必要な資質・能力を育成する

事業名

ためのカリキュラム・マネジメントに関する研究
～障害種の異なる特別支援学校の実践から～」

担当部班名
事業概要

評価

A

特別支援教育部
個別の指導計画の実施状況の評価・改善を教育課程の評価・改善につなげる仕組みを提

案する。
（平成 30、31 年度）
実施内容

特別支援学校でのカリキュラム・マネジメントについて、調査研究協力員会議(年４回)、並び

に研究係会(週１回)において研究した。具体的には、千葉県内の４１校の特別支援学校
の教育課程編成の現状を把握した。また、児童生徒に必要な資質・能力を的確に捉えるために、自
立活動と各教科の視点から具体的な目標設定ができるシートの開発について検討した。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・児童生徒の実態を、自立活動の６区分から具体的な指導内容を設定できるシート（＊①）と共に、
各教科等の各段階から目標設定ができるシート(＊②)の開発及びその内容について検討した。これらの
シートを活用することにより、特別支援学校に在籍する児童生徒の実態について、より的確に把握し、
個別の指導計画や年間指導計画、学習指導案の作成及びその改善等に生かすことができる。
・これら２種類のシートについては、表計算ソフトを用いて簡単に効率よく作成でき、経験の浅い教
員でもすぐに活用することができる。
・講師の指導助言や研究協力員の協力により、児童生徒に必要な資質・能力を的確に捉えることがで
きるような２種類のシートを開発することができたため、Ａ評価とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・自立活動と各教科等から目標設定できるシート（＊①及び＊②）を使って個別の指導計画を作成
し、主体的・対話的で深い学びを実現する授業実践を行う。
・個別の指導計画の評価・改善を教育課程の評価・改善につなげる仕組みを提案し、教職員へ情報
発信していく。
・開発したシートを Web 上に公開し、広報する中で教職員への周知を図る。
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Ｂ

研修・能力開発事業

（１）次世代を担う初任・成長期教員の育成を支援する研修
①初任者研修
事業 B－（１）－①－（ｱ）

評価
幼稚園等初任者研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

幼稚園等初任者に対し、１年間の職務遂行に必要な事項に関する研修を実施し、教員としての

使命感や実践的指導力を養うとともに幅広い知見を習得させる。
実施内容 保育参観、学級経営、集団遊びの指導方法、保護者との関係づくり、小学校教育との接続、事
故対応、幼児虐待への対応、ユニバーサルデザインを含む特別支援教育など今日的課題の研修を実施。ま
た、班別協議等に幼児教育アドバイザーを活用し実践力向上を図った。
（183 名、10 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・実技、参加型の研修を多く実施したため実践力が向上し、指導技術の向上につながる研修となった。
・班別協議を通して悩みを共有したことで、精神的な安定、具体的な課題解決につながる研修となった。
・事故対応等の今日的課題研修を通して、教員としての使命感、実践的指導力を養う研修となった。
・真剣に研修に臨む態度や、研修成果に基づいた実践レポートが多かったことから、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・幼児教育は日頃の具体的実践力が大切になることから、実技や演習研修の充実が必要である。ベテラン
教員、幼児教育アドバイザーをさらに活用していきたい。
・班別協議や参加型の研修をより多く取り入れ、より実践的な研修を取り入れていきたい。
事業 B－（１）－①－（ｲ）

評価
事業名

小学校初任者研修（悉皆）

A

担当部班名 研修企画部基礎力育成担当
事業概要 小学校初任教諭に対し、実践的な研修を実施し、教員としての使命感や実践的指導力を養うと
ともに幅広い知見を習得させる。
実施内容 保護者対応の在り方や児童への教育相談等の在り方等を含む研修として、
「学級担任の役割と
学級づくり」
「コーチングの方法と実際」を新たに設定した。また、教科の研修については、全て夏季休
業中に行い、夏季休業明けからの学習指導を、見通しをもって行えるようにした。
（525 名、20 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・講師との打ち合わせ等により、能動的に参加できる研修が多くなり、アンケートでも「明日からすぐに
使える内容だった」「自分自身の問題として考えることができた」などの声が多かった。
・新設した研修内容についても、初任者のニーズに合った実践的な研修になった。
・受講生の振り返りアンケートの６項目すべてにおいて、肯定的な回答（「大変そう思う」「おおむね
そう思う」）の合計が 90％以上だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・校内研修と校外研修の重なることが多いため、内容の精選を図り、校外研修の日数や校内研修の時数を
変更する。
・研修を「共通研修」
「校種別共通研修」「選択研修」の３層から構成されるものに変更する。
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事業 B－（１）－①－（ｳ）

評価
事業名
担当部班名

中学校初任者研修（悉皆）

A

研修企画部基礎力育成担当

事業概要

中学校初任教諭に対し、実践的な研修を実施し、教員としての使命感や実践的指導力を養うと
ともに幅広い知見を習得させる。
実施内容 新たな条例の施行から「特別支援教育の実践」では手話活動について、
「学校保健と安全」で
はＡＥＤの使い方について研修を行う。選択研修に高校と共通のものを取り入れ、中高の連携を図る。
（281 名、20 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケート結果や初任者との対話を基に、教育課題に対応した実践的な研修となった。体験研修は、初
任者の視野を広げ、日々の教育活動に生かすことができる研修となった。
・受講状況（感想等）や受講記録の内容等から高い水準の研修を実施できたと判断し評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・校内研修と校外研修の重なることが多いため、内容の精選を図り、校外研修の日数や校内研修の時数を
変更する。
・研修を「共通研修」
「校種別共通研修」「選択研修」の３層から構成されるものに変更する。
事業 B－（１）－①－（ｴ）

評価
事業名
担当部班名

高等学校初任者研修（悉皆）

A

研修企画部基礎力育成担当

事業概要

高等学校初任教諭に対し、実践的な研修を実施し、教員としての使命感や実践的指導力を養う
とともに幅広い知見を習得させる。
実施内容 「ICT を活用した授業の実際（プログラミングを含む）
」
（第５回）
、
「共生社会～オリンピッ
ク・パラリンピックを活用して共生社会を目指す～」
（第８回）及び「AED 操作の実際」
（第 18 回）と
いった今日的課題を踏まえた研修を実施する。
（246 名、20 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・班別協議ではポイントを絞って進め、協議も深まった。指導助言者からの指導も適切・的確であり、研
修生からの評価は非常に高かった。しかし、指導助言者を 40 名以上揃えるため、多くの指導助言者が
複数年担当していただいており、指導助言者や所属校校長から世代交代を望む声が多い。
・参加者アンケートにおける満足度が全校種平均 91.2％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・初任者の増加に伴って、班別協議の指導助言者が一層必要になる。指導助言者の推薦等について、校長
協会の教科部会等の協力を得るなどして、人材の新規開拓が急務である。
・校外研修では初任の段階で伝えるべき内容を精査し、研修内容の見直しが必要である。
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事業 B－（１）－①－（ｵ）

評価
特別支援学校初任者研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

特別支援学校初任教諭に対し、一年間の職務遂行に必要な実践的な研修を実施し、教員として
の使命感や実践的指導力を養うとともに幅広い知見を得させる。

実施内容

「卒業生保護者の思いに学ぶ」
「地域別研修」
「在宅ワーキング」
「日本の伝統文化の理解」「特

別支援学校の特色ある実践に学ぶ～ＥＳＤの取組」
「ＡＩと障害者」
「障害者スポーツ・レクリエーション
を知ろう・やってみよう」「コース別研修」等を新たに設定。研修生自身が主体的・対話的で深い学びが
できるようにした。（179 名、20 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「ＡＩと障害者～生きやすくなるための最先端～」では、最先端技術の知見を得ることができた。
・研修生が自発的に「手話」を学ぶ場を設け、聾学校等の有志がレクチャーし学び合っている。
・実施済みの研修内容 42 項目中 39 項目（92.8％）が肯定的評価のため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・校内研修と校外研修の重なることが多いため、内容の精選を図り、校外研修の日数や校内研修の時数を
変更する。
・研修を「共通研修」
「校種別共通研修」「選択研修」の３層から構成されるものに変更する。
②フォローアップ研修Ⅰ
事業 B－（１）－②

評価
事業名

フォローアップ研修Ⅰ（悉皆）

A

担当部班名 研修企画部基礎力育成担当
事業概要 初任者研修１年目を終えた小・中・高・特支の経験 2 年目教員が、自己の課題を持ち寄り、
課題探求を図る。
実施内容 特：
「グットプラクティス～風通しの良い職場～」の設定。よい事例を通して倫理観を高揚さ
せ、不祥事根絶への意識を高めるようにした。全校種：より主体的に受講者が研修に参加できるよう班別
協議のテーマを「教育実践の成果と改善点」に変更した。（1,184 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・午前中の研修は、各校種ともに講話の内容が適切で研修に集中して取り組んでいた。
・午後の班別協議では、２年目としての１学期間を振り返り活発に話し合う姿が見られ、教育実践上の

新たな課題、研究テーマへの足掛かり等を各自がつかんだようである。
・参加者アンケートにおける満足度が全校種平均 96.4％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・勤務する地区（小・中）、勤務する学校の障害種、学部等（特支）が入り混じった班編成を工夫してい
く。
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③フォローアップ研修Ⅱ
事業 B－（１）－③

評価
フォローアップ研修Ⅱ（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

フォローアップ研修Ⅰを修了した小・中・高・特支の経験 3 年目教員が、各自で設定した課
題に関する研究発表や課題研究研修の発表協議をとおして、教師力の向上を図る。

実施内容

小・中：各地区の特色的な教育実践校の発表、課題研究研修
高：
「新学習指導要領」の改訂のポイント、課題研究研修
特：新学習指導要領の概要、課題研究研修

（1,205 名）

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「新学習指導要領」の講話を聴くことができて良かった、という声が多かった。
・
「課題研究」に関する発表・協議に受講者は熱心に取り組んでおり、実践的指導力の向上に役立った。
また、指導助言者の指導も好評だった。
・参加者アンケートにおける満足度が全校種平均 94.6％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・参加者アンケートで、協議にもっと時間をかけたいという意見があったため検討する。
④５年経験者研修
事業 B－（１）－④

評価
事業名

５年経験者研修（悉皆）

担当部班名

研修企画部基礎力育成担当

事業概要

A

教職経験５年を経過した教諭等に対し、視野を広げる実践的な研修を実施する。併せて、職場
でのリーダーシップの育成を図る。

実施内容

教職 7 年目までの若手教員チームのリーダー育成のための研修（倫理観の高楊、グローバル

人材の育成、
「主体的・対話的で深い学び」の実践）
、学級経営・学習指導・生徒指導等に関する実践的な
研修、能動的自立研修ツールを活用した課題探究研修（1082 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・若手教員チームリーダーとして、学年・学校運営に携わっていく意識と幅広い視野の構築に繋がった。
・
「課題探究研修」の班別協議では、他者の実践や意見に触れることなどにより、現在の自分の課題に向
き合うとともに次年度の課題探究に向けた見通しをもつことにつながった。
・参加者アンケートにおける満足度が全校種平均 92.3％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・新学習指導要領の実施に向け、これからの指導のポイントを探る
・協議、演習の時間を多くし、研修内容をより実践的に身に付けられるようにしていく。
・より高次の研修にするために、講師との一層綿密な打ち合わせを行うことが必要である。
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⑤ステップアップ研修
事業 B－（１）－⑤

評価
ステップアップ研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

教職経験６年を経過した教諭等に対し、課題探究への主体的な取組を促すとともに、幅広い視
野を持たせ、地域連携、現代的教育課題等について指導力の育成を図る。

実施内容

・講話、協議を通じたキャリア教育、地域連携、現代的教育課題等に関する実践的研修
・自ら設定した課題についての主体的な取組を協議する課題発表研修（1,021 名、2 日）

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・現代の教育課題について、地域との連携を視野に入れた効果的な協議を行うことができ、教員としての
幅広い視野をもつことの大切さを知ることができた。
「課題探究発表」では、各自の教育実践について
情報交換ができ、自分の課題解決に向けた新たな視点を学ぶ良い機会となった。
・参加者アンケートにおける満足度が全校種平均 92.4％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・若手教員研修チームの活動の成果と課題の協議を通し、中堅教員に向けての資質向上を図る。高等学校
では「学校経営参画意識の向上」の研修を位置付け、特別支援学校では「新学習指導要領と授業改善」
と「特別支援学校における『生きる力』の育成」に分けて研修を位置付けた。
⑥特別支援学級・通級担当新任教員研修
事業 B－（１）－⑥

評価
特別支援学級・通級担当新任教員研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

今年度新たに特別支援学級及び通級指導教室の担当となった教員に対し、担当として必要とさ
れる児童生徒理解・学習指導、学級・通級教室の経営、校内支援等に関する基礎基本的な事項
について研修し、資質及び指導力・実践力の向上を図る。

実施内容

特別支援学級・通級指導の現状と課題、児童生徒の理解と指導及び個別の指導計画作成、発達

障害のある子どもの行動上の問題とその対応、特別支援学級・通級指導教室の運営と授業づくり、特別支
援学校体験、授業参観等、構音障害及び吃音の理解と指導・支援、教育実践の発表・協議等
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・特別支援学級及び通級指導教室の理解が深まり、主体的に、実践や学級経営に結び付く研修となった。
・言語障害（特に構音・吃音）や難聴についての理解が深まったことで、児童生徒に対して必要かつ的確
な指導内容・方法が明確になり、実践的な計画立案ができた。
・真剣な参加態度や、発表・協議において主体的に改善策を検討できたため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・本研修への参加者数が年々増え、次年度は 300 名が予想されている。共通事項は一斉で行いながら、
特別支援学級と通級指導教室とを分けたりして、地区単位での実施を検討たりしていく必要がある。
・言語・難聴では専門性が向上しつつある本研修参加者が今後も担任や担当を継続していくことが必要で
ある。

23

事業Ｂ

研修・能力開発事業

⑦出前あすなろ塾
事業 B－（１）－⑥

評価
事業名

出前あすなろ塾（希望）

A

カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要

市町村教委の要請に基づき、若年層教員、講師を対象に、学級経営と学習指導のポイント等を
重視した研修会を実施する。

実施内容

学級経営と学習指導の研修会を 12 市町教育委員会で計 13 回開催した。

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・夏季休業中を中心に 13 回開催し、355 名の教諭・講師が参加した。
学級づくり及び授業づくりに関する内容について、参加・体験型の研修になるよう構成を工夫した結
果、受講生アンケートの満足度が 95％以上であったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・研修対象者の経験等に対して内容を精査したほうがより効果的だった講座があったため、内容の更新・
改善を図っていく必要がある。
・１講座あたりの人数が増加傾向にあるため、参加人数が 40 人以上になった場合、研修担当者２名に加
え研修補助者を配置し、準備や演習時のサポート体制を充実していく。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

（２）地域の核となる推進・発展期教員の資質能力向上を支援する研修
①中堅教諭等資質向上研修
事業 B－（２）－①

評価
中堅教諭等資質向上研修（悉皆）

事業名

A

担当部班名 研修企画部実践力向上担当
事業概要

教職経験 10 年を経過した教諭に対し、資質・能力向上と併せ、職場の活性化及び地域の核と
なるために必要な専門的・実践的研修を実施し、資質・能力の向上を図る。

実施内容

中堅教諭の役割、子供を取り巻く今日的課題、主体的・対話的で深い学びに向けての教科研

修、道徳教育研修、校務を推進する手立て、保護者との信頼関係づくり、カリキュラム・マネジメント等
に関する実践的研修（787 名、10 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・新学習指導要領の円滑な導入に向けて内容の周知を図り、今日的課題とも関連させ、中堅教諭としての
資質・能力の育成に取り組んだ。また、グループワーキングを基本とした能動的な研修形態を積極的に
導入し、研修生の参加者意識を高めることができた。
・真剣に研修に臨む態度や、研修成果に基づいた実践レポートが多かったことから、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・県教職員研修体系の見直しが行われるが、次年度も教職経験 10 年を経過した教諭を対象に実施する。
自己の課題を持ち解決する研修内容や免許状更新講習との相互認定の仕組みを検討していく。
②新任研究主任研修
事業 B－（２）－②

評価
新任研究主任研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

校内研修の中心的な存在である研究主任として、校内研修の具体的な進め方を知り、研修の活
性化を図るなど職務遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施し、企画力・指導力の向上
を図る。
（小中学校教員 121 名）

実施内容

校内研修の進め方、先輩研究主任から学ぶ、プレゼンや集計処理ソフト演習・研究発表（自校

の研究成果のプレゼン協議）
、新学習指導要領、カリキュラム・マネジメントの理解（121 名、2 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「校内研修の手法」「先輩研究主任から学ぶ」を通して、実践的な校内研修の進め方を理解した。
・第１回のプレゼン実技研修、第２回の実践成果の班別プレゼン及び協議により、他校の実情の理解とと
もに、自校の成果と課題が明確になり評価をもとにした今後の実践に生かせる研修となった。
・実技研修への真剣な参加態度や、班別協議で主体的に課題解決策を検討できたため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・新学習指導要領やカリキュラム・マネジメントについての理解・実践をより深める研修が必要である。
・推薦研修のため、新任研究主任全員が参加できない現状を改善できないか検討したい。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

③小・中学校教務主任研修
事業 B－（２）－③
評価

小・中学校教務主任研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
経験３年目までの教務主任に対し、教育法規、カリキュラム・マネジメント、組織マネジメン

トとリーダーシップ、喫緊の教育課題への対応等、職務遂行に必要な事項に関する実践的な研
修を実施し、学校教育活動推進の中核となる資質・能力の向上を図る。
実施内容

学校教育指導の指針、全国学力・学習状況調査の分析ツール、先輩教務主任の実践から学ぶ、

学校教育と法規、いじめ防止、コーチングの活用、特別支援学級の教育課程、カリキュラム・マネジメン
トの考え方、班別実践発表 等（175 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・バラエティに富んだ研修内容が実践され、先輩教員の体験談や実践例、今日的な教育課題であるカリキ
ュラム・マネジメントやコーチング等の研修に能動的に参加した。班別実践発表では、各自の発表を基
に話し合いがなされ、学校運営の要としての力量を高める研修となった。
・参加者アンケートにおける満足度が 94.1％だったので、評価Ａをとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・班別協議でのテーマの偏りがあった。現代的な課題に則したテーマの設定を考えていく必要がある。
・班別協議の時間や進め方等を工夫し、助言者を囲んだ実り多い研修にすることを推進していく。
④長期研修
事業 B－（２）－④

評価
長期研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

教育研究に関わる知識・技能を習得するとともに、各自が設定した研究主題に基づき指導内容
や、指導方法、評価の内容・方法等を追究する。

実施内容

県の教育施策、長期研修の在り方、研究計画の検討、思考ツールの活用方法、論文の書き方、

検証授業の概要報告、研究・研修報告書の検討、研究・研修の成果の発表（63 名、10 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・研究の作法（論文の構成、引用の仕方及び参考文献の掲載等、論文作成上の留意点）についての講義か
ら、それまでの研究の過程を振り返り、検証や考察の方法を見直した。
・自身の研究テーマを追究し、県の教育の向上に資する成果をあげることができた。
・各自の中間の業績評価が「概ね達成」であったため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・教科等・特別支援教育・教育臨床と企業等派遣で、研修内容をより明確に分ける。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

⑤小・中学校教務主任研修
事業 B－（２）－⑤

評価
サテライト研究制度

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当
小・中・高等学校の教員をサテライト研究員として委嘱し、理科教育の在り方や教員研修の内

容等について研究するとともに、各地区の理科教育のリーダーを育成する。
実施内容

60 名をサテライト研究員に委嘱し、研究を進めるとともに、県内 20 校の県立高等学校を会場

に、初任者研修として「理科観察実験実習研修」を実施する。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・近隣の小・中・高等学校の教員それぞれ 1 名が担当会場の初任者研修の内容を計画して実施すること
で、理科教育のあり方についての知見を深めることができた。
・初任者研修実施後の調査より、初任者の研修満足度 99.8％、
「研修のねらいを達成できた」と自己評価
したサテライト研究員が 100％だったため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・教育事務所等の推薦により、地域のバランスを考慮し新たなサテライト研究員と入れ替えながら、今後
も継続して実施していく。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

（３）学校教育活動をリードする管理職及び深化・充実期教員の資質能力向上を支援する研修
①学校経営・管理に関する研修
事業 B－（３）－①－（ｱ）

評価
新任校長研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

特色ある教育活動の推進や喫緊の教育課題に組織的に対応する等適切な学校経営を推進するた
めの専門的・実践的な研修を実施し、学校経営能力や危機管理能力等の向上を図る。

実施内容

規範意識とリーダーシップ、カリキュラム・マネジメントの具体化、生徒指導の推進、
「チー

ム学校」の具体化、特別支援教育（合理的配慮について）
、学校経営上の課題と校長の役割（班別協議）
、
ICT を活用した授業展開（プログラミング教育）
。
（256 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・プログラミング教育、ＬＧＢＴの理解と対応、カリキュラム・マネジメントなど今日的な課題についての
講義や演習が役に立ち、新たな認識をもったという感想が多かった。学校経営課題についての班別協議
は、具体的に困っていることについて話合いができて自校の課題解決につながる協議となった。
・参加者アンケートにおける満足度が 92.4％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・研修内容をさらに焦点化し、時間設定をしたい。カリキュラム・マネジメントの具体的な視点や新しい
学習指導要領を踏まえた国の動きを理解するなど、校長として学校経営に直接かからわる研修の充実を
目指す。また、いじめ問題やＬＧＢＴの理解など人権教育にかかる研修についてさらにすすめたい。
事業 B－（３）－①－（ｲ）

評価
新任教頭研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

特色ある教育活動の推進や喫緊の教育課題に組織的に対応する等、適切な学校運営を推進でき
るよう校長を補佐し、校務を整理するための専門的・実践的な研修を実施し、教頭として求め
られる学校運営能力や危機管理能力等の向上を図る。

実施内容

千葉県教育施策、倫理観の向上、生徒指導の推進、道徳教育推進、千葉県公立高等学校入学者

選抜、特別支援学校におけるセンター的機能と地域との連携、教育判例から学ぶ危機管理、民間から学ぶ
学校経営、能動的自立研修、班別協議（学校運営上の課題と教頭の役割について）
（276 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・教頭職として学校運営上求められる、判例から学ぶ危機管理や学校課題への組織対応と教頭のリーダー
シップに関する講義・演習は特に好評であった。班別協議のテーマ設定を事前に検討するなどして、課
題意識の高揚を図ったことにより、お互いに刺激を受け、課題解決につながる協議ができた。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.1％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・参加者が、今後 300 名を超える状況になると、会場の確保（全体会場及び少人数の班別協議の研修室
確保）が困難となる。また、併せて担当講師を十分に確保することが難しくなる。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

②「チーム学校」リーダー研修
事業 B－（３）－②
評価

「チーム学校」リーダー研修（推薦）
（新規）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
校長、副校長、教頭及び市町村立学校事務長級事務職員に対し、学校組織マネジメントの理論

や手法を取り入れたチーム学校力を高めるための実践的な研修を通して、学校管理職等の経営
能力や危機管理能力等の育成を図る。
実施内容

学校経営ビジョンの立て方、個々の力を生かすチーム力、自校の経営重点の取組（班別協

議）
、マスコミ対応、危機管理と在り方、学校マネジメントの考え方、ＬＧＢＴの現状と課題、カリキュラ
ム・マネジメントの課題と取組（班別協議）等（180 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・管理職や事務職員として必要不可欠な多くの研修内容が実践され、資質・能力の向上が大いに図れた。
・民間の有識者の講話を設定したことで、管理職としての知見の向上につながる研修となった。
・学校種別、職種別や合同の班別協議を行うことで、それぞれの立場での有意義な情報交換ができた。
・参加者アンケートにおける満足度が 95.1％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・班別協議レポートのテーマを精選することで、受講者の負担軽減と運営のスムーズ化を図っていく。
・民間講師の人選を検討し、より魅力的な研修内容を提供できるよう進めていく。
③新任主幹教諭研修
事業 B－（３）－③

評価
新任主幹教諭研修（悉皆）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

教育法規と学校運営、危機管理、カリキュラム・マネジメントの進め方、喫緊の教育課題への
対応等、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進するために必要な企画力や指導力の育成に
関する実践的な研修を実施し、主幹教諭の役割の理解と併せて資質・能力の向上を図る。

実施内容

主幹教諭の職務と実践・課題、千葉県の教育施策、カリキュラム・マネジメント、校内研修の

活性化、先輩主幹教諭に学ぶ、コーチングの活用、特別支援教育、能動的自立研修（56 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケートでは、「知識や技術を高める」
「自己の課題解決」
「講話指導」を肯定的に回答した受講者は
100％であった。学校運営の中核となる教員としての資質能力の向上を図ることができたと考える。
・参加者アンケートにおける満足度が 98.8％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・急激に変化している現代社会における課題や今日的課題解決に向けた研修や、受講者のニーズに合わせ
た研修内容を検討したい。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

④県立学校等企画・運営リーダー育成研修
事業 B－（３）－④

評価
県立学校等企画・運営リーダー育成研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

B

研修企画部実践力向上担当

中核的立場にある教員（新任教務主任等）に対し、教育法規や県の施策、カリキュラム・マネ
ジメントの考え方や進め方等、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進する企画力や指導力
等の育成に向けた実践的な研修を実施し、中核的教員としての資質・能力の向上を図る。

実施内容

スクールリーダーの役割と期待、
「合理的配慮」の提供について、カリキュラム・マネジメン

トの考え方・進め方、教育法規と学校運営、
〈高校〉千葉県公立高等学校入学者選抜について、
〈特別支援
学校〉教員の資質能力向上のための能動的自立研修の進め方（100 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・研修生の年齢層の幅が広がり、班別協議や発表において多くの意見を出し合い高めあう場となった。
・新任教務主任（悉皆）と学年主任等（学校推薦）
、高等学校と特別支援学校という対象の違う研修生が
いるため、それぞれのニーズに応じた研修の実施が難しかった。
・参加者アンケートにおける満足度が 84.9％だったので、評価Ｂとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・講師には、新任教務主任や学年主任等、校長の推薦による受講者それぞれのニーズに十分留意した講
話・講義を依頼する。さらに、学校種にも配慮した研修運営に努める。複数回参加している受講者もい
るので、学校での推薦時に留意する。また、報告書（レポート）作成の負担軽減を図る必要がある。
事業 B－（３）－⑤
評価

幼児教育アドバイザー育成研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当
各市町村における幼児教育の推進体制構築に向けて、市町村リーダーの育成を目指すととも

に、幼児教育の更なる質の充実を図る。
実施内容

これからの幼児教育の方向性、幼児期に育成すべき資質・能力、幼児教育アドバイザーの取

組、幼児教育の質を高めるリーダーの役割、平成 29 年度受講者による実践発表、先進市（横浜市）の事
例発表、各市町村の保幼小連携の現状と課題（班別協議）
（70 名、2 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・班別協議が有効だった。様々な立場での悩みや問題点を話し合うことで視野が広がり、自己の実践力の
向上につながる研修となった。先進市事例発表はとても参考になり課題解決につながる研修となった。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.4％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
各地域、園の幼児教育推進のための研修の場を確保するため、各市町村で推薦された受講者のほか、平成
29、30 年度の受講者で受講希望があれば申込み可とする。小学校教員の参加者を増加させるため、Web
申し込みができるようにする。班別協議を１コマ増やし、内容や時間を充実させる。
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⑥産業社会と人間
事業 B－（３）－⑥
評価

キャリア教育指導者（産業社会と人間）研修（推薦）（統合）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
キャリア教育の推進に必要な知識を理解し、その推進を図る立場の教員としての資質の向上を

図り、その充実・強化に資する
実施内容

今後の学校におけるキャリア教育、
「先進校の取組」実践発表、若者の就職活動の現状からキ

ャリア教育を考える、私のキャリア教育の取組と課題（100 名、2 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・今年度から「産業社会と人間」研修と統合し、小中高それぞれの立場で意見交換をできたことは、校
種の接続を意識したキャリア教育の視点からも効果的であった。
・参加者アンケートにおける満足度が 90.7％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
平成 31 年度は 1 回目の「先進校の取組」の実践発表の際、校種ごとに分かれて内容の充実を図る。
⑦出前リーダーサポート塾
事業 B－（３）－⑦

評価
事業名

出前リーダーサポート塾（希望）

担当部班名

カリキュラム開発部研究開発担当

事業概要

A

市町村教委の要請に基づき、リーダー層教員を対象に演習や協議を行い、カリキュラム開発能
力や教員としての専門性を高め、学校経営の中核を担うリーダーとしての資質・能力をのば
す。

実施内容

14 会場（11 市）で開催、国や県の教育施策や今日的教育課題に関する講話・演習。

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・各会場とも市町村教委の協力により円滑に運営できた。参加・体験型研修を様々な手法・ツールを用い
て実施したことにより、参加者は意欲的に研修に取り組んでいた。
・受講生アンケートの満足度が 95％以上であったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・市町村教委と研修生のニーズに応えるため、また、調査研究の内容を研修に生かすために講座の内容を
変更・追加する。また、150 分講座については教育委員会からのニーズが１件しかなかったため、75～
80 分展開の講座を基本とする。
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⑧教員の民間研修
事業 B－（３）－⑧

評価
事業名

教員の民間研修（推薦）

担当部班名

研修企画部実践力向上担当

事業概要

A

千葉県経営者協会の研修プログラムによる。教員が民間研修（教育・研修プログラム）を受け
ることをとおして、企業経営の考え方やものの見方、企業の人材育成への取組等について理解
を深め、教員としての視野を広げるとともに学校経営に生かす。
（35 名）

実施内容

新任管理職研修、アサーティブコミュ二ケーション、若手リーダーパワー＆スキルアップセミ

ナー、ケースメソッドによる『意思決定』
、コーチング、ＯＪＴトレーナー養成、中堅社員研修
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・民間企業社員との班別協議や演習を通して、仕事についての考え方等の共通点・相違点を知ることがで
き、教員としての「視野を広げることができた」という感想が多かった。
・参加者アンケートにおける満足度が 94.4％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・受講者について、教諭・教頭と枠指定していたものを、教諭や教頭等に変更し、推薦の幅を広げたい。
・千葉県経営者協会との連携を密にし、教員としての視野を広げる研修内容への参加を検討したい。
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（４）社会の変化に伴う今日的課題や本県の教育課題に対応した教職員研修
①英語科研修
事業 B－（４）－①－（ｱ）

評価
小学校外国語活動中核教員養成研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

外国語活動の指導の充実のため、指導方法や魅力的な教材の活用、体験的な活動の推進など指
導力向上を目指すとともに、全校での指導体制や校内研修のあり方など地域、各学校の中核教
員として必要な知識等を習得する。

実施内容

大学講師や英語教育推進リーダーによる実践的な研修を通して、外国語の指導力向上を目指

す。2020 年からの小学校英語教科化準備講座、文字指導：読み書きの教え方音声指導と文字指導・音素
指導の応用、他教科と関連した内容を取り入れた活動。
（129 名、3 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケートで 97％の参加者が、知識や指導方法を高めることができたと回答し、評価は非常に高かっ
た。また、英語による伝達講習であったので、本研修を通して自身の英語力の向上につながった。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.3％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
教科化等の動向を見据えて、指導力・英語力向上につながる内容を考えていく。
事業 B－（４）－①－（ｲ）

評価
中・高等学校英語科教員指導力向上研修（推薦）

事業名
担当部班名

A

研修企画部実践力向上担当

事業概要

指導内容の重点化や４技能を統合的に活用する授業改善を図るための指導力向上を目指す。

実施内容

大学講師、英語教育推進リーダー教員による実践的な研修を通して、英語による効果的な指導

方法の習得。求められる教師の授業力、演習・協議・報告、班別実践報告発表（中学 230 名、3 日 高校
320 名

４日）

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・全て英語による伝達講習により、参加者自身の英語力・指導力の向上につながった。
・伝達講習後、受講してきたことを生かした授業を実施し、指導案を作成した。
・実際に授業実践をしたことを共有し、授業作りについて協議をすることで今後の英語指導について深
く考えることができたため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・CAN-DO リストの視点にあった授業実践や授業改善が図れるようにする。
・研修を機に、積極的に外部団体による試験等を受験し、英語力のブラッシュアップにつながるように各
教育事務所担当指導主事と連携し、働きかけていく。
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事業 B－（４）－①－（ｳ）

評価
小学校外国語活動・外国語科研修（希望）（新規）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当

新小学校学習指導要領の実施を踏まえて、小学校中学年外国語活動及び高学年外国語科の指導
内容とその指導方法を授業で実際に指導できるようになるため、文部科学省の教材「Let’s
Try!」及び「We Can!」の活用方法と実践的な指導方法を身に付ける。

実施内容

英語教育推進リーダーによる実践的な研修を通して、新学習指導要領に対応した外国語活動・

外国語科の指導力向上を目指す。講師による模擬授業と受講生によるマイクロティーチングを取り入れた
活動。
（77 名、2 日）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケートの結果から、知識や夏休み以降に使うことができる指導方法を高めることができたと答えて
おり、評価は非常に高かった。
・参加者アンケートにおける満足度が 97.0％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
教科化等の動向を見据えて、指導力・英語力向上につながる内容を考えていく。
②若手教員の指導力育成を目指した研修
事業 B－（４）－②－（ｱ）

評価
県内４研修所を会場とする研修（東葛飾、東総、東上総、南房総）（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
良好な人間関係づくりや学習意欲を高める学習指導に関する研修を行い、指導力の向上を図

る。自己肯定感の向上等につながる手法についての知識と技術を身に付ける。
実施内容

学ぶ意欲を引き出す授業づくりの在り方と学習集団づくりの実際、自己肯定感を育む「ほめ

る」技術と「ホンネ」を引き出すロールプレイング、児童生徒の学びに向かう力を高める指導法の工夫や
学習環境の工夫（221 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・児童・生徒の思いに焦点を当て、発問を見直し、学級づくりや授業づくりのヒントを提供できた。
・コーチングの理論と指導技術を身に付けることができた。演習等の場が多く、研修内容を習得できた。
・実践例をもとに、班協議等を通して学級の課題に対する改善策を打ち出すことができた。
・参加者アンケートにおける満足度が 94.3％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・受講生のニーズに対応し、満足度も高い。希望者を増やすために事業の周知と時期の検討が必要。
・
「ホンネ」を引き出す方法としてロールプレイングに限定することなく広くその他の技術を紹介し、多
様性のある指導技術の習得が必要と考える。
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事業 B－（４）－②－（ｲ）

評価
活動と学びのわくわく！生活科実技研修（希望）（新規）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
幼児期に育成された資質・能力と生活科で育成する資質・能力とのつながりを理解するととも

に、実践的な研修をとおして生活科の授業実践力の育成を図る。
実施内容

生活科の学習を進めるにあたっては、幼児期の教育において育成された資質・能力とのつなが

りを理解することが重要であることから、幼児期の教育内容や幼児期の終わりまでに育ってほしい姿につ
いての講話と実践発表及び大学教授によるおもちゃ作りの実技演習（34 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・幼保小の接続を意識した授業づくりの講話や実践発表があり、すぐに指導に生かせる内容であった。
・身近にあるものを用いたおもちゃ作りの演習については、短時間で作れるものが多数紹介され、受講者
からの評価も高かった。今後の授業に大いに役立つ内容であった。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.1％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・より充実した研修にするために講話・演習についての時間配分を明確にしていく。作業に夢中になって
しまうだけでなく、説明を聞く時間も大切にしたい。
事業 B－（４）－②－（ｳ）

評価
事業名

高等学校若手教員のためのホームルーム経営実践研修（希望）

A

担当部班名 研修企画部実践力向上担当
事業概要 高等学校のホームルーム経営の概論を学ぶとともに、各自の実践を発表し合い、よりよい経営
の方向を協議する。
実施内容

生きる力を育むホームルーム活動の在り方、レポートによる事例協議（64 名）

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・少人数での協議やロールプレイ等により、
「今後のホームルーム経営の方向を見いだすことができた」
といった感想が多かった。
・参加者アンケートにおける満足度が 98.6％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・いろいろな課題についてバランスよく協議できるような班編成にする。
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事業 B－（４）－②－(ｴ)

評価
総合的な学習の時間「思考ツールによるしかけ方」研修（希望）（新規）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当
思考ツールなどを有効に活用した講義・演習等を行い､主体的・対話的で深い学びへと導く仕

掛け方の向上を図り､もって総合的な学習の時間の充実に資する。
実施内容

講義・演習方式で、理論や考え方だけではなく、講師とともに総合的な学習の時間を、どう捉

え・どう準備し・どう指導するか考える。（34 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケート結果から、すぐに実践に使える指導方法を身に付けることができ評価は非常に高かった。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.7％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
さらに現場で優れた実践をしている教諭を講師として招聘する必要がある。
事業 B－（４）－②－(ｵ)
評価
事業名
担当部班名
事業概要

スマイル先生！幼児教育若手指導力アップ研修（希望）

A

研修企画部実践力向上担当
経験年数２～３年目の幼稚園教諭、幼保連携型認定こども園の保育教諭を対象に、幼児理解と

援助の在り方について主体的・対話的に学び、指導技術の向上を目指す。
実施内容

体を動かす遊びを通して、保育に生かせる遊具づくり（実技演習）
、保育で役立つうた遊び

（実技演習）
、保護者対応について（班別協議）
（38 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「実技演習は、すぐに生かせるものばかりで勉強になった。
」という感想が多かった。
・班別協議は、ほかの園での対応などの情報交換ができ、自己の課題解決につながる研修となった。
・参加者アンケートにおける満足度が 99.1％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・午後の実技演習を一つに絞り、時間を確保する。
・講話は、若手にあった内容になるようにし、実技や演習を組み合わせて設定する。
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事業 B－（４）－③

評価
学校人権教育指導者研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部実践力向上担当
人権教育の推進充実を図るため、人権問題に関する正しい認識を深め、確かな実践力を身に付

けた指導者の育成を図る。
実施内容

人権教育の現状と今日的課題、被差別部落の歴史、ＬＧＢＴへの対応について等の講話、演

習・協議を行い、さらに、社会人権教育指導者養成講座に参加し人権問題を理解する。また、実践校の
発表や人権教育における参加型学習の実際から実践力を学び身に付ける。
事業の効果（成果・課題）
・社会人権教育指導者養成講座への参加は、市町村担当者と協議する場があり、実践校の取り組みだけで
なく、市町村の取組について知ることができ広い視野を持つためにも有効であった。
・参加者アンケートにおける満足度が 96.9％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・被差別部落関係の研修は、千葉県人権センターを会場としており、継続していくことが適当である。講
師の講話は、後継者がいないこと並びに講師から希望でビデオに録画して今後の資料として残したい。
④県立学校ハラスメント相談研修
事業 B－（４）－④

評価
県立学校ハラスメント相談研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当

県立学校におけるハラスメントにかかわる諸問題について理解を深め、学校におけるハラスメ
ントの防止とハラスメント相談業務の充実を図る。

実施内容

ハラスメント防止（不祥事根絶の現状と取組）
、校内委員会の充実、相談対応の実際（86 名）

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・多様なハラスメントについて扱うことにより、現場のニーズに即した内容となった。
・アンケートでの肯定的回答は昨年度から 3 ポイント減少した。参加者がハラスメント相談担当ではない
ケースが増えてきており、研修ニーズを実感できていないことが考えられる。
・参加者アンケートにおける満足度が 90.5％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
本年度より、ハラスメントの対象をパワーハラスメントや性的マイノリティ（いわゆる LGBT 対応）等へ
と範囲を広げた。アンケートからパワーハラスメントへの関心が高まっているので、パワーハラスメント
に対しての正しい認識のもとに相談活動が行わるような研修内容が必要となる。
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⑤主権者教育及び消費者教育のための研修
事業 B－（４）－⑤－（ｱ）

評価
「政治的教養を育む教育」基礎研修（推薦）

事業名
担当部班名
事業概要

B

研修企画部基礎力育成担当

公職選挙法改正による選挙権年齢引下げ等に対応し、高等学校等における政治的教養を育む教
育の更なる充実のために、教科の枠に捉われず総合的な学習の時間や特別活動等の中での教員
の指導力向上を図ることを目指す。

実施内容

改正公職選挙法、政治的教養を育む教育「私たちが拓く日本の未来」の活用、実践発表

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・特別活動や総合的な学習の時間を使って指導できることをねらいとし、教務部または生徒指導部で地歴
公民科以外の教員を対象として実施している。
「主権者教育」の意識を啓蒙することに役立っている。
・研修生の知識や経験の差が大きく、特に講義形式の研修への参加意欲に差が見られた。
・参加者アンケートにおける満足度が 84.8％だったので、評価Ｂとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・地歴公民科の受講者が内容に満足していない部分があり、地歴公民科教員の知識や経験に応じた専門的
な内容を取り入れる、又は地歴公民科以外の教員が対象であることを明記することが考えられる。
事業 B－（４）－⑤－（ｲ）

評価
授業に役立つ消費者教育研修（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
複雑・多様化する消費者問題が多発し、消費者被害も低年齢化の傾向が見られる。早い段階

から自立した消費者を育成するための教育が急務とされることから、教員及び教育関係者を対
象に実務的研修を実施する。
（主催：千葉県消費者センター）
実施内容

①未成年の契約と悪質商法・契約とクレジットの仕組み、②スマートフォンとインターネット

の利用、市民社会の形成に参画する消費者の育成（平成３０年度は、悪天候のため①が中止）
（34 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・弁護士や消費者教育の専門家からの講話・講義を聞くことで、現場で役立つ指導内容を学校に持ち帰る
ことができた（チラシ等、資料が充実していた）が、協議の時間が少なかった。また、協議を考えて机
を配置したが、体の向きを変えることが必要となる場面が多くなってしまった。
・参加者アンケートにおける満足度が 90.5％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・講義内容及び協議等の形式の改善とそのための講師との事前打合せが必要である。
・主催である消費者センターとの打合せの一層の充実が必要である。
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⑥情報教育・視聴覚教育に関する研修
事業 B－（４）－⑥－（ｱ）

評価
校務における ICT 活用能力向上研修（希望）

事業名

担当部班名
事業概要

B

カリキュラム開発部メディア教育担当

表計算、Web 管理及びアンケート集計アプリケーションの実技演習を通して、校務の効率
化、データ管理、表現力向上のためのコンピュータ活用能力の向上を図る。

実施内容

表計算入門、表計算処理、表計算マクロ処理、学校評価等に役立つアンケート作成・集計

(SQS 編)、NetCommons を用いた記事作成、サイト運用。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・表計算の基本的な操作に関する研修は、４校の県立高校を会場にして実施した。満足度も大変高く、充
実した研修となった。前年度は、地域により受講者数に偏りがあったが、開催地の見直しを図り改善が
見られた。
・表計算処理、マクロ処理、Net Commons、プレゼンテーションに関しては、専門家を講師として招
き、スキルの向上に役立った。事後アンケートの満足度では、表計算処理、プレゼンテーション、Net
Commons（サイト運用）では 90%以上であったが、マクロ処理、Net Commons（記事作成）について
は、スキルレベルに大きな差があり、演習内容のレベルを例年より下げ、スピードも抑えて対応した
が、受講者が追いつけず、個別に対応するも、満足度が 80％台にとどまったため評価Ｂとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・研修の事前アンケートなどを実施することにより、参加者の要望を取り入れていく。
・本年度、県南部の開催を見直し、組数を減じた。今後もニーズに応じた開催地の検討を行っていく。
・同一研修の参加者であっても知識・技能の差が大きく、スムーズに研修が進まない等の課題に対して、
初めての○○、○○中級編というように、自身のスキルレベルに適合した講座を正しく選択できるよう
講座名にも配慮する。
事業 B－（４）－⑥－（ｲ）

評価
授業等における ICT 活用能力向上研修（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部メディア教育担当
書画カメラ、電子黒板及びタブレット端末等の実技演習を通して、授業における効果的な

ICT 活用能力の向上を図る。
実施内容

授業で役立つ ICT 活用実践研修(基本編、発展編)、iPad を活用した授業づくり研修、効果的

な ICT 活用研修(理科編、保健体育編)、情報共有を活用した協働学習、プレゼンテーション。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・ICT 機器の効果的な活用に取り組んだ。
・ICT 機器を活用した授業を実施し、参加者同士で情報交換を行い、スキルアップを図った。
・事後アンケートの満足度では、全ての講座において 100%に近い数値であったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・実施要項などに記載する研修事業名や研修内容を詳細にし、参加者が共通の認識と課題意識をもって参
加できるようにする。
・授業で役立つ ICT 活用実践研修(基本編、発展編)、iPad を活用した授業づくり研修、効果的な ICT 活
用研修(理科編、保健体育編)は、希望者が大変多い人気講座となったため、次年度は組数増、定員増で
対応する。
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事業 B－（４）－⑥－（ｳ）

評価
児童生徒の情報活用能力の育成研修（希望）

事業名

担当部班名

A

カリキュラム開発部メディア教育担当

事業概要

児童生徒の情報活用能力を育てる指導者の育成

実施内容

中学校技術・家庭科情報教育研修、小学校プログラミング指導入門。

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・中学校技術・家庭科情報教育研修では、新教育課程における情報教育の指導法等についての理解が深ま
り、授業改善の意識が高まった。満足度も 100%であった。
・プログラミング指導入門は、プログラミング教育に特化した内容とし、満足度も 95%と高かったため評
価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）

・中学校技術・家庭科情報教育研修は、参加者が限定されているため隔年開催とし、次年度は実施しな
い。
・プログラミング指導入門については、次年度、県下全小学校対象に推薦研修として「プログラミングデ
ー in ちば 2019」
（仮称）を開催予定のため、廃止とする。
事業 B－（４）－⑥－（ｴ）

評価
事業名
担当部班名

視聴覚教育研修（希望）

B

カリキュラム開発部メディア教育担当

事業概要

動画編集ソフトによる簡単な映像教材の制作を行う。

実施内容

デジタル画像編集、ビデオカメラを用いた教材づくり研修、視聴覚機器活用研修、メディア教

育指導者研修、ビデオ編集。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・動画編集ソフトを使って教材を作成する演習を通して、授業で活用できるようにした。
・ビデオカメラで撮影した映像を編集するなどして、教材研究に役立った。
・事後アンケートの結果は、デジタル画像編集、ビデオカメラを用いた教材づくり研修、視聴覚機器活
用研修の３講座について満足度 100%、メディア教育指導者研修は 90％以上であった。しかし、ビデオ
編集については、75％と満足度が低く、前年度と比較しても 10％近くポイントを下げている。要因と
しては、アンケートの自由記述欄に、「進度が遅い。
」
「もう少し高いレベルで学びたい。
」等の記述が
あったことから推測すると、昨年度と同レベルの研修内容であったが、本年度はたまたま知識・技術
レベルの高い受講生が集まっていたためと思われる。そのため不満足との回答があったため評価Ｂと
した。
今後の取組の方向性（改善策等）
・デジタル画像編集は、希望者が大変多い人気講座である一方、ビデオカメラを用いた教材づくり研修、
視聴覚機器活用研修、メディア教育指導者研修、ビデオ編集については、定員に満たない状況にある。
次年度以降、生涯学習課とも連携し、講師選考、講座の統廃合も含めた検討に入る。・ビデオ編集につ
いては、受講者のスキルレベルに臨機応変に対応できないため、講師の再選考を検討する。
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事業 B－（４）－⑥－（ｵ）

評価
教育情報化推進リーダー養成研修（推薦）

事業名

担当部班名
事業概要

B

カリキュラム開発部メディア教育担当

情報教育や校務の情報化を推進するなど、教育の情報化に向けた校内の組織づくりにリーダー
シップを発揮できる人材の育成を図る。

実施内容

教育情報化推進リーダーの役割、教育の情報化の現状と課題、学校教育と法、情報モラル教育

の進め方、ICT 機器の授業への活用、プログラミング教育。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・県の教育情報化の現状を学び、各地域や学校の実態の情報交換を行い、各自の課題を把握した。
・情報モラル教育、プログラミング教育に関する演習を通してスキルアップを図った。
・情報モラル教育の年間計画を立て、実態に応じて見通しを持った指導を考える機会となった。
・高校においては、募集要項に推薦対象として「情報Ⅰ」を担当する予定の教員と明記したものの、対象
外であったり、校内で説明がなかったりした教員が多く存在した。
・小・中・特別支援学校では、各学校の実態に応じた校内研修を実施し、満足度も 97%と非常に高い。
その一方、高等学校においては、募集要項に推薦対象として「情報Ⅰ」を担当する予定の教員と明記
してある。しかし、実際の受講者は、これまで情報教育に携わった経験すらなかったり、管理職から
は、本研修の趣旨等の説明もなかったり、校内の受講者選考に当たっての条件の周知不徹底や、当該
教員への説明不足が否めない。受講者本人の納得が得られていないまま参加した教員が多く存在した
ため、69％と満足度の低下を招いた。そのため評価Ｂとした。
今後の取組、の方向性（改善策等）
・教育情報化推進リーダーとして、個人の資質の向上だけではなく、周囲の職員へＩＣＴ利用のアドバイ
スができるための研修内容を含めることで、学校や地域の代表として、教育の情報化を推進していくリ
ーダーとなる自覚をより促す。
・高等学校においては、推薦対象を「情報Ⅰ」を担当する予定の者と明記したが、対象外の参加もあり、
次年度以降、校内の受講者選考に当たっての条件の周知徹底や、当該教員への趣旨説明、なにより受講
者本人が納得の上、参加できるよう事前に確認を取るなど更なる徹底を図る必要がある。
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⑦科学技術教育に関する希望研修
事業 B－（４）－⑦－（ｱ）

評価
初等理科（希望）

事業名

担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当

小学校教員等に、学習指導要領理科に基づいた教材開発、学習指導法、観察・実験等の実践的
な研修を行い、理科指導力の向上を図る。
実験や自然観察など体験を重視した内容で、6 研修延べ 162 名参加の予定で実施。

実施内容

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・6 研修延べ 110 名参加。小学校理科で使用する教材の製作、観察・実験の具体的な方法等の研修をおこ
なった。
・受講生のアンケートで「全体的に満足できるもの」の項目が 6 研修すべて 100％だったため評価Ａとし
た。
今後の取組の方向性（改善策等）
・今年度一部研修を統合整理した結果、定員の 2 倍を超える希望者がでてしまった研修もあったので、
次年度は、その研修については組数を増やし、対応することとする。
・引き続き、理科の今日的な課題である自然体験活動研修、理数教育実践研修の充実を図り、小学校の授
業で実際に活用できるよう研修を実施する。
事業 B－（４）－⑦－（ｲ）

評価
事業名

物理（希望）

A

カリキュラム開発部 科学技術教育班 担当
事業概要

小・中・高等・特別支援学校教員を対象に、物理分野に関する研修を通して、教員の見識を深
めるとともに、専門性の向上と指導力の向上を図る。

実施内容

電気回路、蓄電池等の教材の製作・電場、磁場、太陽電池の実験・材料工学、接合工学に関す

る大学での講義・実習・放射線についての基礎知識の習得や観測研修は外部施設や大学を中心に実施。
４研修延べ 64 名参加の予定で実施
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・４研修で延べ 63 名が参加した。
・授業づくりのヒントのための先端技術を学ぶ研修にすることができた。
・受講生のアンケートで「全体的に満足できるもの」の項目が４研修すべて 100%だったため評価Ａとし
た。
今後の取組の方向性（改善策等）
・毎年研修内容を改善し、新たな内容等を付け加えて行っている。
・参加者が募集人数を満たさない研修があったので、研修一覧の内容をさらにわかりやすく記述する。
・コース別や小人数での研修が実施できるよう検討する必要がある。
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事業 B－（４）－⑦－（ｳ）

評価
化学（希望）

事業名

担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当

化学の最先端の研究を行っている大学と連携を図り、最新の研究成果を実験・観察をとおして
学ぶことにより、教員の見識を深め、指導力の向上を図る。

実施内容

化学の最先端実験研修及び社会にいきる科学技術研修（化学コース）を実施。２研修で延べ

35 名参加予定。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・化学分野における専門性の高い内容もあったが、講義と実験実習を行うことで、授業にいかせる最先端
の化学の知識・技術を学べる機会となった。２研修を実施し、延べ 32 名が参加した。
・受講生のアンケートで「全体的に満足できるもの」の項目が、２研修とも 100％だったため評価Ａと
した。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度も２研修を実施する予定。大学との連携を図り、講師との事前打ち合わせを十分に行い、最先端
の研究成果から学校の授業で活用できる内容とし、教員の指導力向上を図る。
事業 B－（４）－⑦－（ｴ）

評価
生物（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当
生物の観察、実験を通して、生物の観察、実験の基礎についての理解を深めるとともに、環境

教育の視点に立ち、大学及び博物館等とも連携し、理科の指導力の向上を図る。
実施内容

授業ですぐに役立つ基本的実験から、最先端のバイオテクノロジーを体験する先端的な実験ま

で、幅広い研修を７研修延べ 148 名参加の予定で実施。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・７研修を実施し、延べ 104 名が参加した。総セを会場にした研修だけではなく、大学及び博物館・研
究所とも連携し、生物の観察・実験の具体的な方法等の研修を実施した。
・７研修とも受講生のアンケートで「全体的に満足できるもの」の項目が 100％だったため評価Ａとし
た。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度は６研修を実施する予定。研修生の課題に対応した内容で、学校の授業で実際に活用できるよう
研修の充実を図る。
・参加希望者が定員の 2 倍を超えた研修については、定員を増やすことで対応する。
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事業 B－（４）－⑦－（ｵ）

評価
地学（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当
小･中･高・特別支援学校教員を対象に、地学分野に関する講話・実習等の研修を実施し、専門

性の向上を図る。
実施内容

地学分野において、効果的な観察･実験の仕方や現象を直感的にとらえるための効果的な指導

方法の研修を２研修延べ 38 名参加の予定で実施。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・２研修を実施し、延べ 38 名が参加した。実習や製作を中心とした内容であり、授業や教材研究に役立
つ具体的かつ実践的な研修であった。
・２研修とも受講生のアンケートで「全体的に満足できるもの」の項目が 100％だったため評価Ａとし
た。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度も２研修を実施予定。前年度のアンケートをもとに、ニーズや実態により即した内容を取り入れ
ていく。また、研修前に講師と打合せを綿密に行い、一層の充実を図る。
事業 B－（４）－⑦－（ｶ）

評価
事業名

技術・家庭科（希望）

担当部班名

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当

事業概要

教科の指導理念並びに指導理論と実技の研修を行い、指導者としての資質の向上を図る。

実施内容

小・中の技術・家庭科の６研修は実技を中心とした伝達研修。希望研修２は参加者のニーズに

対応した実技研修。産業教育は商業・農業科を実施

10 研修で延べ 256 名参加予定

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・全 10 研修で延べ 172 名参加。６伝達研修では延べ 104 名参加。その後の地方伝達研修は全県で 759
名参加。２希望研修延べ 53 名の参加。産業教育研修では商業科延べ 6 名、農業科延べ 9 名(2 日目は中
止)参加。
・授業ですぐに活用できる内容であり、全ての研修で受講生のアンケートで「全体的に満足できるも
の」の項目が 95％以上であり、平均 99％だったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・アンケートの結果を参考に教科の特性、現場のニーズを考慮して実技研修を実施していく。研修内容の
選択と適切な講師依頼が課題。
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⑧特別支援教育に係る研修
事業 B－（４）－⑧－（ｱ）

評価
事業名

障害の理解と指導（希望）

担当部班名

A

特別支援教育部

事業概要

発達障害、言語、視覚、聴覚、発達につまずきのある幼児を対象とした６つの研修を希望研修
として実施する。

実施内容

発達障害、言語、発達につまずきのある幼児に関する研修は総セを会場として実施。視覚・聴

覚に課する研修は千葉盲・千葉聾学校を会場として実施。

総参加者数 415 名

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・具体的な実践や教材の紹介等、実践に生かせる内容を盛込んだ研修を実施することができた。
・参加者アンケートにおける満足度の平均は 99％（前年度比±０）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・アンケート等を元に、通常学級での指導に生かせる具体的な内容や教材教具の紹介等を今後も引き続き
取り入れる。
事業 B－（４）－⑧－（ｲ）

評価
事業名

障害の特性に応じた指導（推薦・希望）

担当部班名

A

特別支援教育部

事業概要

専門性を高める研修として、知的障害・自閉症・発達障害・肢体不自由に、特別支援教育の音
楽指導や訪問教育担当者研修を加えて実施。１つの研修を推薦研修、10 の研修を希望研修と
して実施する。

実施内容

障害の特性に応じた専門研修として９つの研修を単日で実施、２つの研修を複数日で実施し

た。肢体不自由のある子の AAC の活用研修については２組に増組した。 総参加者数 755 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・具体的な指導方法・実践例等が大変参考になったとの意見が多数あり、研修参加者のニーズに合った研
修として実施することができた。
・参加者アンケートにおける満足度の平均は 100％（前年度比±０）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度も、引き続き研修希望者のニーズに応じられるよう、ステージや育成指標を勘案しつつ、各研修
内容の充実や研修全体のバランスを図る。

45

事業Ｂ

研修・能力開発事業

事業 B－（４）－⑧－（ｳ）

評価
事業名

自立活動研修（推薦・希望）

担当部班名
事業概要

A

特別支援教育部

推薦研修では、特別支援学校の自立活動指導者育成の為、自立活動推進者育成研修を実施。加
えて、今年度から医療的ケアの研修を新設した。また、希望研修としては、摂食指導に関する
専門性を高める研修に加え、知的障害のある子の自立活動研修を新設した。

実施内容

自立活動推進者育成、医療的ケア、摂食指導、知的障害のある子の自立活動と、それぞれの専

門性を高める４つの研修を実施した。

総参加者数 227 名

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・知的障害のある子の自立活動研修では、自立活動の基本的な考え方を講義形式で伝えることに加え、グ
ループ協議を取り入れることで他校の様子を知る機会を設定することができた。また、医療的ケアの研
修では、実践発表や協議の場面でベテランと経験の浅い教師が積極的に意見交換等をするなどの姿が見
られた。併せて、摂食指導研修も実技やグループワークを取り入れるなどの工夫を取り入れた。
・参加者アンケートにおける満足度の平均は 100％（前年度比±０）であり、評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・今後の小・中・高等学校での特別支援教育の推進を念頭に、いずれの研修も充実させる必要性がある。
よりアクティブ・ラーニング型の研修として充実を図っていく。
事業 B－（４）－⑧－（ｴ）

評価
事業名

アセスメント(希望）

A

特別支援教育部 担当
事業概要 ＷＩＳＣ－Ⅲ・ⅣやＫ－ＡＢＣの心理検査法に関する専門性を高め、児童生徒のアセスメント
に生かすために希望研修として実施する。
実施内容

心理検査や発達検査に関する研修として２つの研修を実施。アセスメント研修－ＷＩＳＣ－

Ⅲ、ＷＩＳＣ－Ⅳの結果から読み取る具体的な支援－は２日間の予定であったが、台風による影響で１日
として実施。 総参加者数 105 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・事例を踏まえた演習等が好評であった。心理検査ＷＩＳＣ－Ⅳの実施は有資格者が検査を実施すること
が推奨されていることを考慮し、次年度も引き続き本検査での受講が検査実施に当たっての要件を満た
している訳ではない旨の周知を要する。
・参加者アンケートにおける満足度の平均は 100％（前年度比±０）であり、評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度、１つの研修はアセスメントにおける基本的な内容を取り上げる内容とし、もう１つは学校現場
で想定される指導の困難な事例を取り上げるといった実践的な内容とする等、受講者のスキルや学校現
場のニーズに応じた工夫をして実施する。
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事業 B－（４）－⑧－（ｵ）

評価
事業名

教育相談（希望）

担当部班名

A

特別支援教育部

事業概要

特別支援教育に関する教育相談に関わる際の必要な知識や技能を習得する目的で研修を実施す
る。

実施内容

特別な教育的な支援が必要な子と家族への支援という内容について、大学教授を講師に招聘し

て講演を実施。総参加者数は 170 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「教育相談の心構えや技法がとても分かりやすい」
、
「内容が現実的で、現場の実践に有効であり、続け
てほしい」といった感想があった。
・参加者アンケートにおける満足度は 100％（前年度比+２）であり、評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度も、講師・内容とも継続して実施する予定である。
事業 B－（４）－⑧－（ｶ）

評価
事業名

施策・課題への対応（推薦・希望）

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 高等学校での発達障害への対応やパラリンピック教育など、今日的な施策や課題に対応した研
修事業を実施する。
実施内容

推薦研修では、高等学校における特別な教育的ニーズのある生徒への支援研修に加え、新学習

指導要領の告示を踏まえて特別支援学校学習指導要領の理解と教育課程編成の実践研修を実施した。希望
研修では、特別支援教育コーディネーター研修、医師から学ぶ医学的知識研修、ユニバーサルデザインの
視点を踏まえた授業づくりや学級づくり研修を実施。また、ＩＣＴ活用研修では特別支援学校と小・中学
校と対象を分け、ニーズに応じた内容で実施した。その他、知って楽しむパラリンピック種目－『ボッチ
ャ』体験研修－を新設するなど、施策・課題に応じて８つの研修を実施した。

総参加者数 649 名

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・新規事業である知って楽しむパラリンピック種目では、パラリンピック正式種目であるボッチャの体験
に加え、共生社会の実現を念頭にパラリンピック教育について具体的な支援プログラムを学ぶことがで
きた。複数の受講者から「学校で即実践したい」という感想があった。
・参加者アンケートにおける満足度の平均は 100％（前年度比±０）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・ユニバーサルデザイン研修は対象となる校種等の幅が広く、内容の焦点化が課題となる。その為、次年
度は、小学校と中・高等学校を分けて実施する。また、高等学校における特別な教育的ニーズのある生
徒への支援研修については３年度計画の最終年度に当たる。そのため、高校における学びを支える為の
支援研修や特別な教育的ニーズのある生徒へのキャリア支援研修を、専門的な指導研修として新設する
予定である。
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⑨休日開放事業
事業 B－（４）－⑨－（ｱ）
評価

講師のための教育実践基礎研修（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

研修企画部基礎力育成担当
講師としての基礎的知識・技能の向上を図るため、基礎研修を実施し、実践的な指導力と資質

の向上を図る。
実施内容

教育の今日的課題、生徒指導の機能を生かした授業づくり、道徳教育、教育相談、指導作成、

模擬授業（校種を超えて教科・領域別に編成したグループ）
（3 日間で延べ 165 名参加）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・受講者から「異校種で模擬授業を実施し、意見交換ができてよかった」
「すぐに実践で生かせそうな講
義だった」などの感想が多く挙げられ、受講者のニーズに十分応える研修ができた。
・高等学校の参加がとても多く、小、中、特別支援学校の参加者が少なかった。
・参加者アンケートにおける満足度が 95.7％だったので、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・演習や協議の時間を増やし、より能動的に参加できるような内容にする。
・小、中、特別支援学校への周知のため、他の研修でチラシを配布するなど、ＰＲする必要がある。
事業 B－（４）－⑨－（ｲ）
評価

若い教師のためのあすなろ塾（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部研究開発担当
初期層教員としての資質や指導力を磨くため、教職経験１年から６年程度の小・中・義務教育

学校教員及び講師を対象に、少人数による演習や協議を重視した研修を実施する。
実施内容

次期学習指導要領告示の内容やアンケートからのニーズに応え、特別支援教育、道徳、プログ

ラミング教等、年４回土曜日開催。受講希望者は、延べ 71 名。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・演習型の研修を取り入れ、講義だけではなく、同世代の参加者同士が考え議論するスタイルを多く取り
入れた。
・今年度は外部講師を１名招聘し、運営の改善を行った。参加者に具体的な話を提供するために、今年度
は現場の教員を講師として招聘した。より実践的な話になり、参加者から好評を得た。
・受講生アンケートの満足度が 100％であったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・研修生が若年層教員であることに加え、学校現場での実践的な内容を求めていることを考慮すると、中
堅層の教諭や長期研修生経験者など研修生にとって身近な講師を今後も検討していく必要がある。
・所長の方針でもある、「意識変革をするためのノウハウを経験する研修」にするために、従来実施して
きた「演習・協議」型に「授業体験」を取り入れた研修にシフトチェンジしたい。そのために、研修講
師に授業の実際を取り入れるよう要請をしていきたい。
・より多くの参加者を募るため、web 申し込みも実施する。
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事業 B－（４）－⑨－（ｳ）
評価

中堅教員サポート塾（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部研究開発担当
学校運営の中核を担うミドルリーダーとしての資質能力向上を図るため、小・中・高・特別支

援学校の７年～20 年程度の経験を有する教員の研修を実施する。
実施内容

今日的課題や学校運営にかかわる内容を中心として、年４回土曜日に開催。受講希望者は延べ

30 名。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・いじめや不登校、特別な支援を要する児童・生徒への対応など、子どもと親のサポートセンターや特別
支援教育部等の専門機関の職員が講師となり、より専門的な研修を実施した。
・異校種の参加者のため、異校種の連携やキャリア教育についての研修をし、効果的であった。
・参加・体験型研修のスタイルに重点を置き、研修生にとって主体的に研修する場を多く設けた。
・受講生のアンケートでの満足度は、100％であったため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・より多くの参加者を募るため、Web 申し込みも実施する。
事業 B－（４）－⑨－(ｴ)
評価

理科実験土曜塾（希望）

事業名
担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当
小学校教員と特別支援学校教員の理科の観察・実験の技能に関する研修を実施し、専門性の向

上を図る。土曜日開催で、希望者を募集し、自主的な参加による研修とする。
実施内容

高等学校（3 校）で、小学校の学習指導要領に基づいた基礎的な観察・実験の研修を実施

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・３つの教育事務所管内の高等学校１校ずつで実施し、延べ 43 名が参加。
「研修で学んだことを授業に
活かしたい」という感想も多く聞かれた。
・土曜日開催ということで、受講生に興味・関心を持ってもらい、参加者を増やすことが課題であるが、
研修後のアンケートでは、
「全体的に満足できるもの」の項目が３校いずれも 100%であったため、評
価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・次年度は、県立津田沼高等学校、県立柏高等学校、県立木更津高等学校の３校で実施する予定。
・多くの先生方に参加してもらうために、会場校のある事務所管内の先生方への周知の方法を工夫する。
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研修・能力開発事業

事業 B－（４）－⑨―(ｵ)
事業名

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾
－子どもの可能性を引き出す合理的配慮とは－

評価

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 特別支援教育及び障害児（者）の理解推進を図るために、教育関係者及び県民を対象に実施す
る。
実施内容 通常の学級に求められる合理的配慮について、大学准教授を迎え、講演会を実施。総参加者
102 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「一人の子どもを支援することが学級全体を支援することにつながることが分かった。
」
、
「できない、も
どかしい子供の気持ちを体験する機会が大変良かった。
」といった感想があった。
・参加者アンケートにおける満足度は 100％（前年度比+３）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・高等学校の通級等、現在のニーズに応じ、テーマを「思春期を迎えた生徒への対応」に変更。引き続き
土曜塾として実施する。
事業 B－（４）－⑨－ (ｶ)
事業名

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾
－子どもの力を伸ばすほめ方・叱り方・言葉かけ－

評価

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 発達障害のある幼児児童生徒の特性を踏まえた効果的なかかわり方について、専門的な知識を
学ぶ講演会を実施。
実施内容 子どもの力を伸ばすほめ方・叱り方・言葉かけをテーマに、大学教授を迎えて講演会を実施。
総参加者 106 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「具体的なケースの話が多く大変わかりやすかった。
」
、
「ちょっとした変化を目指していこうという力を
もらえた。
」等の感想があった。
・参加者アンケートにおける満足度は 100％（前年度比±０）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・更に、日常実践に役立つ事例や具体的な支援を提供が図られるよう、引き続き講師に依頼する。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

事業 B－（４）－⑨－ (ｷ)
事業名

休日開放事業－特別支援教育講演会
－「幸せになるためのアンガーマネジメント（怒りのコントロール）」

評価

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 特別支援教育における今日的課題について、特別支援教育の理解及び推進を図るため、教育関
係者及び県民を対象に講演会を実施する。
実施内容 今年度は、上記のテーマで、NPO 法人の代表及び当事者である講師を迎え、講演会を実施。
総参加者 122 名
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「子供への理解が深まった。
」、「自分が関わっている生徒を思い浮かべながら興味深く話を伺えた。
」等
の感想があった。
・参加者アンケートにおける満足度は 100％（前年度比±０）であり、評価を A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・３つの休日開放事業のうち、２つは主に発達障害をテーマとする予定である。その為、次年度の本開放
事業は、今日的課題としてパラリンピック教育を取り上げる予定である。
⑩次世代を担う教員の育成
事業 B－（４）－⑩－（ｱ）

評価
事業名

学生のための教師未来塾（希望）

A

担当部班名 カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 千葉県の教育を支えるであろう教職を目指す学生等の資質・能力の向上を図る。
実施内容 教職に対する心構え、学級づくり、授業づくり、生徒理解と指導をテーマとした演習を中心と
して、年３回土曜日に実施。受講希望者は、延べ 170 名。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・講義型の研修ではなく、学生一人一人の教職に対する意欲を高めるために、積極的な意見交換ができる
ような参加・体験型の研修スタイルを取り入れ、事例も新しいものや身近なものを取り上げることで、
イメージがもちやすくなった。様々な視点を協議の中で知ることができるように、班編成を異校種、異
大学で行った。
・受講生のアンケートの満足度が 95％以上であったため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・教職を目指す学生にとっての新たなニーズを調査し、研修内容を検討していく必要がある。また、取り
扱う思考ツールも、内容に合ったものするとともに、様々な思考ツールを扱っていくようにする。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

事業 B－（４）－⑩－（ｲ）

評価
事業名

ちば！教職たまごプロジェクト

担当部班名

カリキュラム開発部研究開発担当

事業概要

A

公立学校教員を志望する大学生、短期大学生及び大学院生を対象に、実践研修等を体験する機
会を提供することにより、教員として必要な資質・能力を高め、教職への理解を深めるととも
に、採用後の教職員研修との円滑な接続を目的としている。

実施内容 1,269 名の研修生が参加。各教育事務所、特別支援教育課、千葉市の協力で実施。各教育事務
所等で年２回の研修会と年間を通して１日単位で 30 回以上の学校における実践研修を実施。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・学生へのアンケート調査から、実践研修が「教員になるための資質・能力の向上」と「教職への理解を
深める」ことに役立っているという肯定的な回答が 96％だった。
・年間通して学校に携わることで、
「教育実習とは違い学校の流れを知る上でとてもよかった」などと、
得るものが多いことが、アンケートにも記載されていた。
・大学と連携して教員養成を行っていくために、教職員課と連携し、大学担当者への説明会を実施した。
大学への説明および質疑等の時間を設けたことで、当研修への理解を促すことができた。
・研修生アンケートの満足度が 95％以上であったため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・たまごプロジェクトの事業内容を各研修会等で、学生や受入れ校、大学に周知していき共通理解を図り
ながら事業運営していく。
・第２回研修会の内容に関して、昨年の反省を生かし各事務所で講演内容や協議や演習内容など工夫をし
たことで、学生の満足度が 98.6％であった。内容等を次年度の参考に引継ぎ、充実した研修会になる
ようにする。また健康診断票の提出を、事務所及び大学からも研修生に周知徹底を促す。
事業 B－（４）－⑩―(ｳ)

評価
事業名
担当部班名

グッと！オリ・パラ～オリンピック・パラリンピック教育体験研修（希望）

A

研修企画部基礎力育成担当

事業概要

東京オリンピック・パラリンピックに向け、国や県の取組を理解し、競技種目の魅力に触れ、
学校におけるその教育の意識化を図る。また、県内で開催予定の種目を中心にそのルールや醍
醐味等の体験を通して、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを実現できる力を身につける。
実施内容 東京オリンピック・パラリンピック開催へ向けての千葉県の取組、県内開催種目の体験（①フ
ェンシングとゴールボール、②テコンドーとシッティングバレー）
、オリンピック・パラリンピック教育
の推進について。（台風のため①は中止）（36 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・東京オリンピック・パラリンピックに向けた千葉県の取組について理解すると共に、実際に競技を体験
できたことが、受講生にとっては大変新鮮なもので有意義な研修となった。
・研修で得たものを学校に持ち帰り、オリ・パラ教育を普及したいという意欲的な意見が多かった。
今後の取組の方向性（改善策等）
・東京オリンピック・パラリンピックに向け機運醸成が進む中、この研修希望者も毎年 2 倍を超えている
状況であることから、①②とも受講定員数を今年度より 10 名ずつ増やす。
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事業Ｂ

研修・能力開発事業

事業 B－（４）－⑩－（ｴ）

評価
事業名

グローバル化に対応する国際教育研修（希望）

担当部班名
事業概要

B

研修企画部実践力向上担当

外国に視点をおいて、日本と外国とのつながりや日本の国民性について改めて考え、日本の教
室にいる外国籍の児童生徒の支援の在り方を協議する。

実施内容

国際協力の必要性、外国の教育制度と日本、異文化や異文化をもつ児童生徒とのかかわり

（66 名）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・国際協力の必要性や多民族国家における学校教育について活発な協議が見られ、質問も多くされた。
・教室にいる外国籍をもつ児童生徒への支援の方法について活発に協議されていた一方で、
「方法は一つ
に決まらないのはわかるが、ある程度の指針が欲しかった」という感想が見られた。
・事業名から、異文化交流やその方法に関する研修だと考え、申し込んだ受講者が見られた。
・参加者アンケートにおける満足度が 87.7％だったので、評価 B とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・外国にルーツをもつ児童生徒の支援に焦点を絞る。それに伴い事業名を「教室の国際化に向けた教師力
アップ研修」に変更し、受講生が申し込む時に、研修内容がわかりやすいようにする。
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Ｃ

学校支援事業

（１）地域、学校等からの要請に応える講師派遣
事業 C－（１）－①

評価
講師派遣（出前講師）等

事業名

担当部班名

A

カリキュラム開発部研究開発担当

事業概要

学校支援の一層の充実を図るため、地域・学校等からの要請に応え講師を派遣する。

実施内容

地域・学校等からの要請に応え、講師派遣可否決定資料を作成し、可否決定後に講師を派遣す

る。また、研究協議会等へ委員や助言者として協力委員を派遣する。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・12 月末日までに講師派遣が 77 件あった。依頼内容は、プログラミング教育やＩＣＴの活用、情報モラル
に関すること、特別支援教育の専門的な内容に関すること、新学習指導要領に係る内容に関することが
ほとんどである。
・急な依頼もあり、ニーズに応えられるように、適切な講師派遣ができるようにしていく必要がある。
・また、協力委員として各種協議会への派遣は 26 件である。
・依頼があったものについては全て適切な講師を派遣することができたため評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・今後も当センターの専門的な内容に関する依頼が増えていくものと考えられる。様々な依頼に応えられ
るよう、各部・各担当の専門性の向上を図る必要がある。また、受講生のアンケートを取り、評価等の
客観的なデータをとる。

（２）カリキュラムサポート室の充実及び情報提供
事業 C－（２）－①

評価
教育活動相談業務棟カリキュラムサポート室の運営

事業名
担当部班名

Ａ

カリキュラム開発部研究開発担当

事業概要

学校や教職員、県民などの情報提供にかかわる問い合わせに対応する。
教育課程編成の支援、県民に対する教育に関するサービスを実施する。

実施内容

教育活動全般に関かかわる相談に対応する。来室者数 910 名。相談件数 100 件（部屋の利用方

法、映像資料の貸出、資料等の紹介）（平成 30 年 12 月末現在）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・研修企画部の協力を得て、総合教育センターで実施する 34 の研修の開始時間前にチラシを使って事業
の広報を行い、お昼等に部屋の利用を促した。また、あすなろ・サポート等の 27 の出前講座でも、同
様に広報したこと、長期研修生の繰り返しの利用が増加につながった。
・教科書や特別支援関係資料の閲覧など、県民に対する教育に関するサービスも実施した。
・利用者数は、前年１２月末比 99.5％、相談件数１２月末比 178.5％であるため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・研修企画部と連携し、各種研修前に広報の機会を設けたこと、出前講座や他の講座も同様に広報したこ
とで、サポート室の活用方法を周知することができた。今後も、各講座でチラシを配付し、多くの教職
員にカリキュラムサポート室の利活用について周知する。
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事業Ｃ

学校支援事業

事業 C－（２）－②

評価
事業名

教育関係資料の収集・整備・利用促進

A

担当部班名 カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 県内の優れた学習指導案等を収集・登録して、千葉県総合教育センターが運営する教育情報デ
ータベースの充実を図り、教育機関の利用に供する。
実施内容 県内の幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校から、学習指導案・研究報告書等を収集
し、総合教育センターの運営する教育情報データベースに登録・配信（３月上旬目安に 200 件程度）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）

・教育振興部学習指導課との連携を図り、高等学校教科研究員研究報告書を新規登録するなど、高等
学校を中心に、配信するコンテンツを増加することができた。
・各研修での積極的な PR により、昨年度を 4,000 件上回る 39,000 アクセスを達成することができた。こ
のことから、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）

・学習指導案検索サイト「WAKABA」の校種別登録数は、幼稚園が 0.7％、小学校が 50.9％、中学
校が 21.8％、高等学校が 10.1％、特別支援学校が 16.5％である。今後は、高等学校の登録件数が
増していけるように取り組んでいく必要がある。例えば、授業ライブラリの指導案を WAKABA
に載せることが考えられる。
事業 C－（２）－③

評価
事業名

教師力アップいつでも研修

Ａ

担当部班名 カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 学校や教職員個々の課題について自主的な一日（または半日）研修を行うことにより、学校教
育の課題解決や教職員の資質・力量の向上を目指す。
実施内容 受講者の希望内容に応じ、職員を配し、研修を支援 17 名受講（小 4、中 2、高 11 ）
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・延べ 17 名が受講した。校種別では、小学校 4 名、中学校 2 名、高等学校 11 名であった。所内の全研究
指導主事を対象に講師を依頼できる体制をとることができた。
・研修生のテーマによってはカリキュラムサポート室に資料等が少ないものがあった。今後幅広く資料を
そろえていく必要がある。また、高校からの希望者が多かったが、小中学校の研修申込者数が少ないこ
とが課題である。
・研修実施後のアンケートの満足度は 93％以上であった。満足度は昨年度と比較すると 7％減である
が、参加者数は 70％増であるため評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・申し込みは、最初に Web で、その後に所定の申請書で正式に申し込みをする形で行った。受講者には
申し込みしやすい形であると考えられる。
・今後も、他の研修の場を利用して広報活動を行うとともに、今回の申し込み方法で進めて研修申込者数
を増やしていきたい。
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事業Ｃ

学校支援事業

（３）調査研究成果の普及・活用促進
事業 C－（３）－①

総合教育センター・子どもと親のサポートセンター研究発表会（未実施）

事業名

評価

担当部班名 カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 総合教育センター及び子どもと親のサポートセンター等の研究成果を広く県内教職員・教育関
係機関職員に公開することにより、各学校等における研究活動の充実に資する。
実施内容 当センター大ホールを会場に７件の発表と髙木展郎氏による全体講演を行う。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
未実施のため記載せず。
（平成 31 年 2 月 22 日(金)実施予定）
今後の取組の方向性（改善策等）
未実施のため記載せず。

事業 C－（３）－②

評価
千葉県児童生徒・教職員科学作品展

事業名

担当部班名
事業概要

A

カリキュラム開発部科学技術教育担当

科学工夫作品や科学論文等を展示した「千葉県児童生徒・教職員科学作品展」を開催する。
「優秀作品選集」を作成・配付し、科学技術教育の推進を図る。

実施内容
彰式を実施

9 月 25 日出品受付、10 月 5 日最終審査、10 月 13 日～14 日展示、一般公開、11 月 7 日に表
出品数計 636 点 1,976 名の参観

事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・工夫作品 308 点、論文 320 点、自作教具 8 点を受付。特別賞 37 点を始め、優秀賞、優良賞、奨励賞、
科学技術賞、学校賞、佳作を選出し、全国展に 43 点を出品した。一般公開 2 日間で 1,976 名の参観。
・表彰式では特別賞、優秀賞、奨励賞、科学技術賞、学校賞を表彰した。
・実施要項や募集要項等、事務手続きに係る問い合わせが複数あり、その都度説明したり、協議ののちに
回答したりした。出品する学校側が知りたい出品に関する情報を容易に読み取ることができるよう、事
務手続き上の書類のより一層改善を図る必要がある。
・実行委員会会議に始まり、募集、搬入、審査、展覧会、搬出・返却、授賞式、冊子発行といった作品
展に係る一連の事柄について、これらに携わる方々と信頼関係を保ちながら無事事業を終える見通し
が持てたため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・作品の質の向上とともに児童生徒、指導者、保護者の熱意も増しているため、一般公開の会場運営を工
夫するとともに、作品説明のための多数の学生ボランティアを大学に協力依頼する。
・作品搬入から搬出までを、より丁寧で正確な運営を行うため、実施要項や募集要項の改善を図り、主催
団体等と連携して運営する。

56

事業Ｃ

学校支援事業

事業 C－（３）－③

評価
事業名

『千葉教育』の発行

担当部班名

総務課総務企画担当

事業概要

Ａ

本県の優れた教育実践の紹介や、教育に関する情報提供、センター研究・研修活動等を発信す
ることにより、現場で活用できる教育情報誌を作成し、県内全学校及び県内外の教育機関等に
2,200 部配付している。

実施内容 学校自慢（在籍校の紹介）、提言（教育界以外の分野で活躍されている方による執筆）
、現代の
教育事情（世界・国・県・市町村からタイムリーな話題の提供）
、私の教師道（日頃の教育実践の紹介）
、
活・研究（長研生による報告）、情報アラカルト（教育に関する情報提供）
、千葉県の歴史に関する情報提
供等、教育現場が望むテーマや新たな教育課題に即した内容の充実に努める。また、アンケート実施によ
り更なる改善を図る。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・アンケート結果から満足度は 95％以上で、今日的課題に即しており、役に立つ、国や県の動向がわか
りやすいなどの多くの好意的な回答を得た。
・
「自己啓発」(75%)、
「教育政策情報収集」(71%)、
「授業実践資料」(35%)、「職員研修」(34%)等の現場で
の活用が図られた。Web サイトからのダウンロード化の認知度が高まり、利便性が高まった。
・読者満足度が９割を超え、課題であった広報活動も精力的に行ったため評価 A とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・学校現場等で活用しやすいように、内容を精査していく。
・現代的な教育課題とセンター研修事業で活用できる特集テーマの検討が必要である。
・研修事業の場や SNS 等で、千葉教育の広報を継続的に推進する。
・読者アンケートや各部班の課題を参考に検討し、次年度のテーマ設定に反映させる。また、学校現場や
研修事業等での活用を図る。
事業 C－（３）－④

評価
事業名

ガイドブック等の普及

B

担当部班名 カリキュラム開発部研究開発担当
事業概要 既刊のガイドブックの活用が、各学校で促進されるよう、研修会等での普及に努める。
実施内容 カリキュラムサポート室の広報活動と併せてガイドブックの紹介を実施。また、研修事業の講
話・演習等でガイドブックを活用する。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・
「すぐに使える校内研修の手法とツール」の内容は、その手法とツールを用いた参加・体験型研修とし
て 49 の講座で展開した。
・あすなろ・サポート等の出前講座では、ガイドブックの内容をもとに演習の中で活用した。
・ガイドブックのうち、若手層向けに活用している「学級づくりガイドブック」は、発行から５年が経過
しているため研修講座での内容を追加するなどの改訂作業を行ったが、内容の大幅な変更はなかった。
・５種（校内研修・校内研修の手法とツール・授業づくり・学級づくり・資質能力）のガイドブック等
のダウンロード件数は、前年度比 108％であったため評価Ｂとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・教育を取り巻く情勢の変化も考慮し、現場の実情に対応できるよう、ガイドブックの改善を図っていき
たい。
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Ｄ

教育相談事業

（１）特別支援教育相談体制の充実
事業 D－（１）－①

評価
事業名

日常の教育相談の充実

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒や保護者からの教育・療育上の相談について、来所・
電話・メール・医療等の方法で相談を実施する。
実施内容 個々の教育的ニーズに応じて、本人や保護者の気持ちに寄り添いながら、来所相談・電話相談・
メール相談等を実施。12 月末日現在の実績は、来所相談件数 91 件、来所相談回数 343 回、電話相談件数
449 件、メール相談件数 2 件、医療相談 23 件
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・来所相談に関しては、件数・回数ともに昨年度の同時期よりも減少しているが、毎月、新規ケースを受

理するなど、引き続きニーズがある。ケースに応じ見立て会議を行い、今後の相談の方向性につい
て検討した。
・即時対応の重要性を念頭に、相談申込から相談者への連絡までを一週間以内としてきた。
・来所相談では、小中学校の通常学級児童生徒を対象とする相談が半数以上を占めている。ケースに
よっては出張相談を行い、学校と連携して対応している。今年度の相談の主訴は、行動に関する内
容の全体に占める割合が最も多かった。また、昨年度同様、家庭での養育と学校の対応に関する内
容が他の内容に比べて多くなっている。
・電話相談では、来所相談同様、小中学校の通常学級の児童生徒の相談が多いが、就学前児童と高校
生の相談が増えてきている状況である。
・月に１度の所員研修として、大学教授を招聘した教育相談研修を実施した。
・子どもと親のサポートセンターと連携して相談に対応しているケースがある。また、月に１度連携会議
で情報交換を行い、連携強化を図っている。
・アンケートを実施し、個々のニーズに応じた相談ができるように努めている。
・少数ではあるが、アンケートの回答のあったすべての家庭が、今後も相談を継続していきたいと考えて
おり、その理由として「対応が丁寧であること」
「情報が得られること」が挙げられていたため、評価Ａ
とした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・個々の教育的ニーズに応じて、本人や保護者の気持ちに寄り添いながら相談を実施していくとともに、
学校現場への出張相談や学校等支援の充実を図る。
・今年度、高等学校及び就学前施設向けの研修用コンテンツを作成したので、機会をとらえ広く周知し、
多くの学校、施設で活用できるようにする。
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事業Ｄ

教育相談事業

事業 D－（１）－②

評価
事業名

子どもと親のサポートセンターとの協働的な相談の実施

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 子どもと親のサポートセンターとの相談連携会議等を通して、担当者間で共通理解を図りなが
ら相談を実施する。
実施内容 発達障害等のある児童生徒の教育相談や不登校等の相談では、両センターの専門性を生かし、
協働して相談を実施。相談連携会議を 11 回、合同研修会を１回実施、情報交換連携ケース 2 件
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・相談連携会議は、月１回のペースで実施し、両センターの相談の状況等について情報交換をしている。
・相談連携協議会の情報交換の内容について「連携だより」に記載し、両センターで回覧し、共通理解を
図っている。
・今年度も子どもと親のサポートセンターと教育相談に関する研修会を合同で実施し、専門性を高めるこ
とができた。
・昨年度に比べ、連携して相談にあたっているケース数や相談回数が増えていることから、評価Ａとし
た。
（1 ケース増、相談回数 10 回増;12 月末現在）
今後の取組の方向性（改善策等）
・障害特性だけでなく、不登校やいじめなどを含む複雑なケースの相談も増えているため、子どもと親の
サポートセンターとの連携協力体制を生かし、多面的なニーズに対応していく。
・今後も子どもと親のサポートセンターとの連携を深めながら、より両者の専門性を高める教育相談研修
を実施していく。
事業 D－（１）－③

評価
事業名

関係機関との相談連携の推進

A

担当部班名 特別支援教育部
事業概要 特別支援教育課や教育事務所等との連携を通して、県内の相談実施状況を把握し、相談者のニ
ーズに応じた相談が実施できるようにする。
実施内容 特別支援教育課主催の研修会や特別支援学校コーディネーター連絡協議会に２回、千葉県教育
研究所連盟主催の研究協議会に２回参加。相談内容によっては、教育事務所や市町村教育委員会との連携
を図り、相談者のニーズに応じた相談を実施。県警察本部主催の相談業務相互支援ネットワーク意見交換
会に参加し、関係機関との連携を深め、複雑なケースにも適切に対応できるようにしている。
事業の効果（成果・課題・評価の理由）
・特別支援学校が行っている小中高等学校への相談の現状など、学校現場の取組や相談機関の相談実施状
況を得ることができた。
・各研修会及び協議会等を通じて得た情報等を日常の相談業務に生かしている。
・今後は、他機関との連携協力の必要性が高まると思われる。
・相談者のニーズに応じて、積極的に他機関と連携を図ったり、他機関を紹介したりすることができた
ため、評価Ａとした。
今後の取組の方向性（改善策等）
・本センターの相談の他、学校等支援や研修事業にも生かしていく。
・他機関との連携協力をより充実させていく。
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