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校種別教員育成指標

（１）幼稚園版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

幼稚園版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、子どもや保護者
すことはもとより、職場全体
等の期待に応える教育活動
の意識が高まるような働きか
を行っている。
けを行っている。
・子ども一人一人のよさや可 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、園
能性に目を向けようとして
子ども一人一人のよさや可
園の教育活動を推進してい
の教育活動を推進するため、
いる。
能性を伸ばしている。
る。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える園内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動、園の
の子どもを尊重するととも
子どもを尊重するとともに、
の園の教育活動において、
教育活動において、すべて
に、教職への誇りを有して
教職への誇りを有し、職場全
すべての子どもを尊重しよ
の子どもを尊重するととも
いる。
体の意識が高まるような働き
うとしている。
に、教職への誇りを有して
かけを行っている。
いる。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・園の課題を理解し、解決す ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
るための園内外の研修に積
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
極的に参加するとともに、
ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 子ども理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 保育や教職に関する専
門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・子ども理解の意義や重要性 ・子ども一人一人のよさや可 ・子どもを取り巻く様々な環 ・子ども一人一人を的確に理解
を理解し、子ども一人一人
能性をはじめ、家庭環境な
境や背景を含め、子ども一
するとともに、教職員相互に
に積極的に関わろうとして
どを理解して子どもと向き
人一人を的確に理解してい
情報を共有できるよう園内体
いる。
合っている。
る。
制を整えている。

実 保育を展開する力
践
的
指
導
力

発達や学びの連続性
を見通す力

新
た
な
教
育
課
題
へ
の
対
応
力

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する基礎的
職務内容等に関する知識・
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
な知識・技能を身に付けて
技能を身に付け、職務に生
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
いる。
かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・保育の内容に関する専門的 ・保育の内容に関する専門的 ・保育の内容に関する専門的 ・保育の内容に関する専門的な
な知識・技能を身に付けて
な知識・技能を身に付け、
な知識・技能を身に付け、
知識・技能を園内研修など職
いる。
保育に生かしている。
保育に生かすとともに、初
場全体に生かしている。
・自律的に研修を進めるため ・自らの課題解決に向け、自
任段階の教員に指導助言し ・園の課題の解決に向け、自律
の基礎的な知識・技能を身
律的に研修を進めている。
ている。
的に研修を進める園内体制を
に付けている。
・園の課題の解決に向け、自
整えている。
律的に研修を進めている。
・幼稚園教育要領を踏まえ、 ・幼稚園教育要領を踏まえ、 ・幼稚園教育要領の理解など、・幼稚園教育要領の理解など、
ねらいを明確にした指導案
ねらいを明確にした指導案
専門性を高め、ねらいを達
専門性を一層高め、ねらいを
を作成し、意図的な保育を
を作成し、子どもの考えを
成できる指導案を作成し、
達成できる指導案を作成し、
展開することの重要性を理
生かしながら意図的・計画
子どもの考えを生かしなが
子どもの考えを生かしながら
解している。
的に保育を展開している。
ら意図的・計画的に保育を
意図的・計画的に保育を展開
展開している。
するとともに、範を示したり、
これまでの経験を踏まえた「心
構え」などを伝えたりしてい
る。
・それぞれの時期にふさわし ・それぞれの時期にふさわし ・幼児期の終わりまでに育っ ・幼児期の終わりまでに育って
い指導の重要性を理解して
い指導を踏まえた保育を展
てほしい姿を踏まえた保育
ほしい姿を踏まえた保育を展
いる。
開している。
を展開している。
開するとともに、範を示した
り、これまでの経験を踏まえ
た「心構え」などを伝えたり
している。

学級経営力

・年間を見通した学級経営の ・子ども理解に基づく学級経 ・子ども理解に基づく学級経 ・望ましい学級経営について範
重要性、学級担任の役割や
営を計画的に行い、よりよ
営を計画的に行い、望まし
を示したり、これまでの経験
職務内容を理解している。
い学びの環境をつくってい
い集団をつくっている。
を踏まえた「心構え」などを
る。
伝えたりしている。

「主体的・対話的で
深い学びの実現に向
けた保育の改善」へ
の対応力

・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・園における「主体的・対話 ・園における「主体的・対話的
び」が求められる背景や重
び」が求められる背景や重
的で深い学び」推進上の課
で深い学び」推進上の課題解
要性について理解している。 要性について理解し、実践
題を理解し、その解決に向
決に取り組むとともに、範を
に生かしている。
けて取り組んでいる。
示したり、助言したりしてい
る。

「カリキュラム・マ
ネジメント」への対
応力

・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・園における「カリキュラム ・園における「カリキュラム・
ント」が求められる背景や
ント」が求められる背景や
・マネジメント」推進上の
マネジメント」推進上の課題
重要性について理解してい
重要性について理解し、教
課題を理解し、その解決に
解決に取り組むとともに、範
る。
育活動に生かしている。
向けて取り組んでいる。
を示したり、助言したりして
いる。

「ＩＣＴを活用した
指導 」への対応力

・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・園における「ＩＣＴを活用 ・園における「ＩＣＴを活用し
が求められる背景や重要性
が求められる背景や重要性
した指導」推進上の課題を
た指導」推進上の課題を理解
について理解している。
について理解し、活用する
理解し、活用する際は、直
し、活用する際は、直接的体
際は、直接的体験との関連
接的体験との関連を考慮し、 験との関連を考慮し、実践の
を考慮し、実践に生かして
実践の質の向上を図ってい
質の向上を図るとともに、範
いる。
る。
を示したり、助言したりして
いる。
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「道徳性、規範意識
の芽生え」への対応
力
「特別支援教育の充
実」への対応力

園づくりを
担う一員と
して、地域
等とも連携
・協働しな
がら、課題
解決に取り
組む教員

・「 道 徳 性 、 規 範 意 識 の 芽 生 ・「 道 徳 性 、 規 範 意 識 の 芽 生 ・園における「道徳性、規範 ・園における「道徳性、規範意
え」が求められる背景や重
え」が求められる背景や重
意識の芽生え」の推進上の
識の芽生え」の推進上の課題
要性について理解している。 要性について理解し、実践
課題を理解し、その解決に
解決に取り組むとともに、範
に生かしている。
向けて取り組んでいる。
を示したり、助言したりして
いる。
・特別支援教育の動向や具体 ・特別支援教育の動向や具体 ・特別な支援を必要とする子 ・園における特別支援教育推進
的な支援内容、支援体制等
的な支援内容、支援体制等
どもの教育的ニーズ等に的
上の課題解決に向けて取り組
について理解している。
について理解し、特別な支
確に対応するとともに、園
むとともに、範を示したり、
援を必要とする子どもの教
における特別支援教育推進
助言したりしている。
育的ニーズ等に対応してい
上の課題を理解し、その解
る。
決に向けて取り組んでいる。

園づくりを担う一員として
の自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
園内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや園の方針等を ・自らの考えや園の方針等を ・自らの考えや園の方針等を子
手に分かりやすく伝えると
子どもや保護者等に分かり
子どもや保護者、地域等に
どもや保護者、地域等の立場
ともに、相手の考えの傾聴
やすく伝えるとともに、相
分かりやすく説明するとと
にも配慮しながら分かりやす
に努めるなど、互いを尊重
手の意図を正確に理解し、
もに、相手が意図する背景
く説明するとともに、相手が
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
を含めて正確に理解し、新
意図する背景を含めて正確に
る。
たな方向性を見出すなど発
理解し、課題解決に向けて共
・自らの職務の充実に向け、
展的な意思疎通を行ってい
通認識に立ち実際の行動につ
上司や同僚などに相談や質
る。
ながる意思疎通を行っている。
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な ・上司や同僚などと建設的で未
意見交換を行っている。
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全園的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって園づくりに関わり、
園づくりに関わり、互いの
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められる役割を果たして
よさを認め合い、それぞれ
画的に課題解決に当たってい
いる。
の能力を生かして計画的に
る。
課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して園の運営に当たっ
応している。
ている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。

※幼稚園版教員育成指標については、幼保連携型認定こども園においても活用することができます。
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（２）小学校・中学校・義務教育学校版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

小学校・中学校・義務教育学校版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、子どもや保護者
すことはもとより、職場全体
等の期待に応える教育活動
の意識が高まるような働きか
を行っている。
けを行っている。
・子ども一人一人のよさや可 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、学
能性に目を向けようとして
子ども一人一人のよさや可
学校の教育活動を推進して
校の教育活動を推進するため、
いる。
能性を伸ばしている。
いる。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える校内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動、学校
の子どもを尊重するととも
子どもを尊重するとともに、
の学校の教育活動において、 の教育活動において、すべ
に、教職への誇りを有して
教職への誇りを有し、職場全
すべての子どもを尊重しよ
ての子どもを尊重するとと
いる。
体の意識が高まるような働き
うとしている。
もに、教職への誇りを有し
かけを行っている。
ている。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・学校の課題を理解し、解決 ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
するための校内外の研修に
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
積極的に参加するとともに、 ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 子ども理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 教科等や教職に関する
専門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・子ども理解の意義や重要性 ・子ども一人一人のよさや可 ・子どもを取り巻く様々な環 ・子ども一人一人を的確に理解
を理解し、子ども一人一人
能性をはじめ、家庭環境な
境や背景を含め、子ども一
するとともに、教職員相互に
に積極的に関わろうとして
どを理解して子どもと向き
人一人を的確に理解してい
情報を共有できるよう校内体
いる。
合っている。
る。
制を整えている。

実 授業力
践
的
指
導
力

新
た
な
教
育
課
題
へ
の
対
応
力

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する基礎的
職務内容等に関する知識・
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
な知識・技能を身に付けて
技能を身に付け、職務に生
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
いる。
かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門的
的な知識・技能を身に付け
的な知識・技能を身に付け、 的な知識・技能を身に付け、 な知識・技能を校内研修など
ている。
授業に生かしている。
授業に生かすとともに、初
職場全体に生かしている。
・自律的に研修を進めるため ・自らの課題解決に向け、自
任段階の教員に指導助言し ・学校の課題の解決に向け、自
の基礎的な知識・技能を身
律的に研修を進めている。
ている。
律的に研修を進める校内体制
に付けている。
・学校の課題の解決に向け、
を整えている。
自律的に研修を進めている。
・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領の理解など、 ・学習指導要領の理解など、専
らいを明確にした指導案を
らいを明確にした指導案を
専門性を高め、ねらいを達
門性を一層高め、ねらいを達
作成し、意図的な授業を展
作成し、子どもの考えを生
成できる指導案を作成し、
成できる指導案を作成し、子
開することの重要性を理解
かしながら意図的・計画的
子どもの考えを生かしなが
どもの考えを生かしながら意
している。
に授業を展開している。
ら意図的・計画的に授業を
図的・計画的に授業を展開す
展開している。
るとともに、範を示したり、
これまでの経験を踏まえた「心
構え」や「コツ」を伝えたり
している。

生徒指導・進路指導
力

・個や集団を指導する意義や ・子どもの発するサインを見 ・校内での情報共有に努めな ・学校の生徒指導・進路指導上
重要性、手立てを理解して
逃すことなく予防的な対応
がら客観的な事実の把握を
の課題解決に向け具体的な方
いる。
を行っている。
行っている。
策を提案している。
・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長と
と健全な心身の育成を通し
と健全な心身の育成を通し
と健全な心身の育成を通し
健全な心身の育成を通して、
て、子どもの自己実現を図
て、子どもの自己実現を図
て、子どもの自己実現を図
子どもの自己実現を図る指導
る指導の重要性を理解して
る指導を行っている。
る指導を行うとともに、自
を行うとともに、範を示した
いる。
校の生徒指導・進路指導上
り、これまでの経験を踏まえ
の課題解決に向けて取り組
た「心構え」や「コツ」を伝
んでいる。
えたりしている。

学級経営力

・年間を見通した学級経営の ・子ども理解に基づく学級経 ・子ども理解に基づく学級経 ・望ましい学級経営について範
重要性、学級担任の役割や
営を計画的に行い、よりよ
営を計画的に行い、望まし
を示したり、これまでの経験
職務内容を理解している。
い学びの環境をつくってい
い集団をつくっている。
を踏まえた「心構え」や「コ
る。
ツ」を伝えたりしている。

「主体的・対話的で
深い学びの実現に向
けた授業改善」への
対応力

・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・学校における「主体的・対 ・学校における「主体的・対話
び」が求められる背景や重
び」が求められる背景や重
話的で深い学び」推進上の
的で深い学び」推進上の課題
要性について理解している。 要性について理解し、実践
課題を理解し、その解決に
解決に取り組むとともに、範
に生かしている。
向けて取り組んでいる。
を示したり、助言したりして
いる。

「カリキュラム・マ
ネジメント」への対
応力

・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・学校における「カリキュラ ・学校における「カリキュラム
ント」が求められる背景や
ント」が求められる背景や
ム・マネジメント」推進上
・マネジメント」推進上の課
重要性について理解してい
重要性について理解し、教
の課題を理解し、その解決
題解決に取り組むとともに、
る。
育活動に生かしている。
に向けて取り組んでいる。
範を示したり、助言したりし
ている。

「ＩＣＴを活用した
指導 」への対応力

・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・学校における「ＩＣＴを活 ・学校における「ＩＣＴを活用
が求められる背景や重要性
が求められる背景や重要性
用した指導」推進上の課題
した指導」推進上の課題解決
について理解している。
について理解し、実践に生
を理解し、その解決に向け
に取り組むとともに、範を示
かしている。
て取り組んでいる。
したり、助言したりしている。
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学校づくり
を担う一員
として、地
域等とも連
携・協働し
ながら、課
題解決に取
り組む教員

「道徳教育の充実」
への対応力

・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・学校における道徳教育推進 ・学校における道徳教育推進上
られる背景や重要性につい
られる背景や重要性につい
上の課題を理解し、その解
の課題解決に取り組むととも
て理解している。
て理解し、実践に生かして
決に向けて取り組んでいる。 に、範を示したり、助言した
いる。
りしている。

「外国語教育の充実」
への対応力

・「 外 国 語 教 育 の 充 実 」 が 求 ・「 外 国 語 教 育 の 充 実 」 が 求 ・学校における外国語教育推 ・学校における外国語教育推進
められる背景や重要性につ
められる背景や重要性につ
進上の課題を理解し、その
上の課題解決に取り組むとと
いて理解している。
いて理解し、実践に生かし
解決に向けて取り組んでい
もに、範を示したり、助言し
ている。
る。
たりしている。

「特別支援教育の充
実」への対応力

・特別支援教育の動向や具体 ・特別支援教育の動向や具体 ・特別な支援を必要とする子 ・学校における特別支援教育推
的な支援内容、支援体制等
的な支援内容、支援体制等
どもの教育的ニーズ等に的
進上の課題解決に向けて取り
について理解している。
について理解し、特別な支
確に対応するとともに、学
組むとともに、範を示したり、
援を必要とする子どもの教
校における特別支援教育推
助言したりしている。
育的ニーズ等に対応してい
進上の課題を理解し、その
る。
解決に向けて取り組んでい
る。

学校づくりを担う一員とし
ての自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
校内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等を
手に分かりやすく伝えると
を子どもや保護者等に分か
を子どもや保護者、地域等
子どもや保護者、地域等の立
ともに、相手の考えの傾聴
りやすく伝えるとともに、
に分かりやすく説明すると
場にも配慮しながら分かりや
に努めるなど、互いを尊重
相手の意図を正確に理解し、 ともに、相手が意図する背
すく説明するとともに、相手
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
景を含めて正確に理解し、
が意図する背景を含めて正確
る。
新たな方向性を見出すなど
に理解し、課題解決に向けて
・自らの職務の充実に向け、
発展的な意思疎通を行って
共通認識に立ち実際の行動に
上司や同僚などに相談や質
いる。
つながる意思疎通を行ってい
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な
る。
意見交換を行っている。
・上司や同僚などと建設的で未
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全校的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって学校づくりに関わり、 学校づくりに関わり、互い
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められる役割を果たして
のよさを認め合い、それぞ
画的に課題解決に当たってい
いる。
れの能力を生かして計画的
る。
に課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して学校の運営に当た
応している。
っている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。

※小学校・中学校・義務教育学校版教員育成指標については、中等教育学校（前期課程）においても活用することができます。
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（３）高等学校版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

高等学校版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、生徒や保護者等
すことはもとより、職場全体
の期待に応える教育活動を
の意識が高まるような働きか
行っている。
けを行っている。
・生徒一人一人のよさや可能 ・生徒への愛情に基づき、生 ・生徒への愛情に基づき、学 ・生徒への愛情に基づき、学校
性に目を向けようとしてい
徒一人一人のよさや可能性
校の教育活動を推進してい
の教育活動を推進するため、
る。
を伸ばしている。
る。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える校内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動、学校
の生徒を尊重するとともに、 生徒を尊重するとともに、教
の学校の教育活動において、 の教育活動において、すべ
教職への誇りを有している。 職への誇りを有し、職場全体
すべての生徒を尊重しよう
ての生徒を尊重するととも
の意識が高まるような働きか
としている。
に、教職への誇りを有して
けを行っている。
いる。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・学校の課題を理解し、解決 ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
するための校内外の研修に
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
積極的に参加するとともに、 ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 生徒理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 教科等や教職に関する
専門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・生徒理解の意義や重要性を ・生徒一人一人のよさや可能 ・生徒を取り巻く様々な環境 ・生徒一人一人を的確に理解す
理解し、生徒一人一人に積
性をはじめ、家庭環境など
や背景を含め、生徒一人一
るとともに、教職員相互に情
極的に関わろうとしている。 を理解して生徒と向き合っ
人を的確に理解している。
報を共有できるよう校内体制
ている。
を整えている。

実 授業力
践
的
指
導
力

新
た
な
教
育
課
題
へ
の
対
応
力

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する基礎的
職務内容等に関する知識・
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
な知識・技能を身に付けて
技能を身に付け、職務に生
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
いる。
かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門的
的な知識・技能を身に付け
的な知識・技能を身に付け、 的な知識・技能を身に付け、 な知識・技能を校内研修など
ている。
授業に生かしている。
授業に生かすとともに、初
職場全体に生かしている。
・自律的に研修を進めるため ・自らの課題解決に向け、自
任段階の教員に指導助言し ・学校の課題の解決に向け、自
の基礎的な知識・技能を身
律的に研修を進めている。
ている。
律的に研修を進める校内体制
に付けている。
・学校の課題の解決に向け、
を整えている。
自律的に研修を進めている。
・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領の理解など、 ・学習指導要領の理解など、専
らいを明確にした指導案を
らいを明確にした指導案を
専門性を高め、ねらいを達
門性を一層高め、ねらいを達
作成し、意図的な授業を展
作成し、生徒の考えを生か
成できる指導案を作成し、
成できる指導案を作成し、生
開することの重要性を理解
しながら意図的・計画的に
生徒の考えを生かしながら
徒の考えを生かしながら意図
している。
授業を展開している。
意図的・計画的に授業を展
的・計画的に授業を展開する
開している。
とともに、範を示したり、こ
れまでの経験を踏まえた「心
構え」や「コツ」を伝えたり
している。

生徒指導・進路指導
力

・個や集団を指導する意義や ・生徒の発するサインを見逃 ・校内での情報共有に努めな ・学校の生徒指導・進路指導上
重要性、手立てを理解して
すことなく予防的な対応を
がら客観的な事実の把握を
の課題解決に向け具体的な方
いる。
行っている。
行っている。
策を提案している。
・生徒の個性や能力の伸長と ・生徒の個性や能力の伸長と ・生徒の個性や能力の伸長と ・生徒の個性や能力の伸長と健
健全な心身の育成を通して、 健全な心身の育成を通して、 健全な心身の育成を通して、 全な心身の育成を通して、生
生徒の自己実現を図る指導
生徒の自己実現を図る指導
生徒の自己実現を図る指導
徒の自己実現を図る指導を行
の重要性を理解している。
を行っている。
を行うとともに、自校の生
うとともに、範を示したり、
徒指導・進路指導上の課題
これまでの経験を踏まえた「心
解決に向けて取り組んでい
構え」や「コツ」を伝えたり
る。
している。

ホームルーム経営力

・年間を見通したホームルー ・生徒理解に基づくホームル ・生徒理解に基づくホームル ・望ましいホームルーム経営に
ム経営の重要性、ホームル
ーム経営を計画的に行い、
ーム経営を計画的に行い、
ついて範を示したり、これま
ーム担任の役割や職務内容
よりよい学びの環境をつく
望ましい集団をつくってい
での経験を踏まえた「心構え」
を理解している。
っている。
る。
や「コツ」を伝えたりしてい
る。

「『主体的・対話的
で深い学び』の実現
に向けた授業改善」
への対応力

・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・学校における「主体的・対 ・学校における「主体的・対話
び」が求められる背景や重
び」が求められる背景や重
話的で深い学び」推進上の
的で深い学び」推進上の課題
要性について理解している。 要性について理解し、実践
課題を理解し、その解決に
解決に取り組むとともに、範
に生かしている。
向けて取り組んでいる。
を示したり、助言したりして
いる。

「カリキュラム・マ
ネジメント」への対
応力

・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・学校における「カリキュラ ・学校における「カリキュラム
ント」が求められる背景や
ント」が求められる背景や
ム・マネジメント」推進上
・マネジメント」推進上の課
重要性について理解してい
重要性について理解し、教
の課題を理解し、その解決
題解決に取り組むとともに、
る。
育活動に生かしている。
に向けて取り組んでいる。
範を示したり、助言したりし
ている。
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「ＩＣＴを活用した
指導」への対応力
「道徳教育の充実」
への対応力

学校づくり
を担う一員
として、地
域等とも連
携・協働し
ながら、課
題解決に取
り組む教員

・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・学校における「ＩＣＴを活 ・学校における「ＩＣＴを活用
が求められる背景や重要性
が求められる背景や重要性
用した指導」推進上の課題
した指導」推進上の課題解決
について理解している。
について理解し、実践に生
を理解し、その解決に向け
に取り組むとともに、範を示
かしている。
て取り組んでいる。
したり、助言したりしている。
・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・学校における道徳教育推進 ・学校における道徳教育推進上
られる背景や重要性につい
られる背景や重要性につい
上の課題を理解し、その解
の課題解決に取り組むととも
て理解している。
て理解し、実践に生かして
決に向けて取り組んでいる。 に、範を示したり、助言した
いる。
りしている。

「外国語教育・国際
理解教育の充実」へ
の対応力

・「 外 国 語 教 育 ・ 国 際 理 解 教 ・「 外 国 語 教 育 ・ 国 際 理 解 教 ・学校における外国語教育・ ・学校における外国語教育・国
育の充実」が求められる背
育の充実」が求められる背
国際理解教育推進上の課題
際理解教育推進上の課題解決
景や重要性について理解し
景や重要性について理解し、 を理解し、その解決に向け
に取り組むとともに、範を示
ている。
実践に生かしている。
て取り組んでいる。
したり、助言したりしている。

「特別支援教育の充
実」への対応力

・特別支援教育の動向や具体 ・特別支援教育の動向や具体 ・特別な支援を必要とする生 ・学校における特別支援教育推
的な支援内容、支援体制等
的な支援内容、支援体制等
徒の教育的ニーズ等に的確
進上の課題解決に向けて取り
について理解している。
について理解し、特別な支
に対応するとともに、学校
組むとともに、範を示したり、
援を必要とする生徒の教育
における特別支援教育推進
助言したりしている。
的ニーズ等に対応している。 上の課題を理解し、その解
決に向けて取り組んでいる。

学校づくりを担う一員とし
ての自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
校内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等を
手に分かりやすく伝えると
を生徒や保護者等に分かり
を生徒や保護者、地域等に
生徒や保護者、地域等の立場
ともに、相手の考えの傾聴
やすく伝えるとともに、相
分かりやすく説明するとと
にも配慮しながら分かりやす
に努めるなど、互いを尊重
手の意図を正確に理解し、
もに、相手が意図する背景
く説明するとともに、相手が
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
を含めて正確に理解し、新
意図する背景を含めて正確に
る。
たな方向性を見出すなど発
理解し、課題解決に向けて共
・自らの職務の充実に向け、
展的な意思疎通を行ってい
通認識に立ち実際の行動につ
上司や同僚などに相談や質
る。
ながる意思疎通を行っている。
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な ・上司や同僚などと建設的で未
意見交換を行っている。
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全校的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって学校づくりに関わり、 学校づくりに関わり、互い
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められる役割を果たして
のよさを認め合い、それぞ
画的に課題解決に当たってい
いる。
れの能力を生かして計画的
る。
に課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して学校の運営に当た
応している。
っている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。

※高等学校版教員育成指標については、中等教育学校（後期課程）においても活用することができます。
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（４）特別支援学校版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

特別支援学校版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、子どもや保護者
すことはもとより、職場全体
等の期待に応える教育活動
の意識が高まるような働きか
を行っている。
けを行っている。
・子ども一人一人のよさや可 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、学
能性に目を向けようとして
子ども一人一人のよさや可
学校の教育活動を推進して
校の教育活動を推進するため、
いる。
能性を伸ばしている。
いる。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える校内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動、学校
の子どもを尊重するととも
子どもを尊重するとともに、
の学校の教育活動において、 の教育活動において、すべ
に、教職への誇りを有して
教職への誇りを有し、職場全
すべての子どもを尊重しよ
ての子どもを尊重するとと
いる。
体の意識が高まるような働き
うとしている。
もに、教職への誇りを有し
かけを行っている。
ている。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・学校の課題を理解し、解決 ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
するための校内外の研修に
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
積極的に参加するとともに、 ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 子ども理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 教科等や教職に関する
専門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・子ども理解の意義や重要性 ・子ども一人一人のよさや可 ・子どもを取り巻く様々な環 ・子ども一人一人を的確に理解
を理解し、子ども一人一人
能性をはじめ、家庭環境な
境や背景を含め、子ども一
するとともに、教職員相互に
に積極的に関わろうとして
どを理解して子どもと向き
人一人を的確に理解してい
情報を共有できるよう校内体
いる。
合っている。
る。
制を整えている。

実 授業力
践
的
指
導
力

・教職の意義や教員の役割、
職務内容等に関する基礎的
な知識・技能を身に付けて
いる。
・教科等の内容に関する専門
的な知識・技能を身に付け
ている。
・自律的に研修を進めるため
の基礎的な知識・技能を身
に付けている。
・障がいの状態や特性及び発
達の段階等について概ね理
解している。
・特別支援学校や特別支援学
級の教育活動について概ね
理解している。

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する知識・
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
技能を身に付け、職務に生
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門 ・教科等の内容に関する専門的
的な知識・技能を身に付け、 的な知識・技能を身に付け、 な知識・技能を校内研修など
授業に生かしている。
授業に生かすとともに、初
職場全体に生かしている。
・自らの課題解決に向け、自
任段階の教員に指導助言し ・学校の課題の解決に向け、自
律的に研修を進めている。
ている。
律的に研修を進める校内体制
・障がいの状態や特性及び発 ・学校の課題の解決に向け、
を整えている。
達の段階等について理解し
自律的に研修を進めている。・障がいの状態や特性及び発達
ており、授業に生かしてい ・障がいの状態や特性及び発
の段階等に応じた指導の知識
る。
達の段階等に応じた指導の
・技術等について校内研修な
・特別支援学校等における教
知識・技術等を効果的に関
ど職場全体に啓発している。
育活動を支える「特別の教
連付けて授業に生かしてい ・自立活動の目標や内容につい
育課程」や自立活動の目標、 る。
て 理 解 し て お り 、「 特 別 の 教
内容について理解している。・自立活動の目標や内容につ
育課程」について校内研修な
い て 理 解 し て お り 、「 特 別
ど職場全体に啓発している。
の教育課程」を編成し、初
任段階教員に助言している。

・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領を踏まえ、ね ・学習指導要領の理解など、 ・学習指導要領の理解など、専
らいを明確にした指導案を
らいを明確にした指導案を
専門性を高め、ねらいを達
門性を一層高め、ねらいを達
作成し、意図的な授業（保
作成し、子どもの考えを生
成できる指導案を作成し、
成できる指導案を作成し、子
育）を展開することの重要
かしながら意図的・計画的
子どもの考えを生かしなが
どもの考えを生かしながら意
性を理解している。
に授業を展開している。
ら意図的・計画的に授業を
図的・計画的に授業を展開す
・個別の指導計画の意義を理 ・個別の指導計画の意義を理
展開している。
るとともに、範を示したり、
解している。
解し、作成している。
・個別の指導計画を作成し、
これまでの経験を踏まえた「心
効果的な授業を行っている。 構え」や「コツ」を伝えたり
している。
・個別の指導計画の効果的な活
用について、校内研修などで
職場全体に啓発している。

生徒指導・進路指導
力

・個や集団を指導する意義や ・子どもの発するサインを見 ・校内での情報共有に努めな ・学校の生徒指導・進路指導上
重要性、手立てを理解して
逃すことなく予防的な対応
がら客観的な事実の把握を
の課題解決に向け具体的な方
いる。
を行っている。
行っている。
策を提案している。
・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長 ・子どもの個性や能力の伸長と
と健全な心身の育成を通し
と健全な心身の育成を通し
と健全な心身の育成を通し
健全な心身の育成を通して、
て、子どもの自己実現を図
て、子どもの自己実現を図
て、子どもの自己実現を図
子どもの自己実現を図る指導
る指導の重要性を理解して
る指導を行っている。
る指導を行うとともに、自
を行うとともに、範を示した
いる。
・保護者とともに、個別の教
校の生徒指導・進路指導上
り、これまでの経験を踏まえ
・個別の教育支援計画の意義
育支援計画を作成している。 の課題解決に向けて取り組
た「心構え」や「コツ」を伝
について理解している。
んでいる。
えたりしている。
・個別の教育支援計画を活用 ・個別の教育支援計画を活用し
して効果的な引継ぎをして
た効果的な引継ぎについて校
いる。
内研修などで職場全体に啓発
している。

学級経営力

・年間を見通した学級経営の ・子ども理解に基づく学級経 ・子ども理解に基づく学級経 ・望ましい学級経営について範
重要性、学級担任の役割や
営を計画的に行い、よりよ
営を計画的に行い、望まし
を示したり、これまでの経験
職務内容を理解している。
い学びの環境をつくってい
い集団をつくっている。
を踏まえた「心構え」や「コ
る。
ツ」を伝えたりしている。
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新
た
な
教
育
課
題
へ
の
対
応
力

学校づくり
を担う一員
として、地
域等とも連
携・協働し
ながら、課
題解決に取
り組む教員

「主体的・対話的で
深い学びの実現に向
けた授業改善」への
対応力

・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 ・学校における「主体的・対 ・学校における「主体的・対話
び」が求められる背景や重
び」が求められる背景や重
話的で深い学び」推進上の
的で深い学び」推進上の課題
要性について理解している。 要性について理解し、実践
課題を理解し、その解決に
解決に取り組むとともに、範
に生かしている。
向けて取り組んでいる。
を示したり、助言したりして
・障がいのある子ども一人一 ・障がいのある子ども一人一
いる。
人の実態を踏まえた配慮を
人の実態を踏まえた配慮を ・授業改善の重要性について、
行っている。
行い、授業改善を行ってい
校内研修などで職場全体に啓
る。
発している。

「カリキュラム・マ
ネジメント」への対
応力

・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・「 カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ・学校における「カリキュラ ・学校における「カリキュラム
ント」が求められる背景や
ント」が求められる背景や
ム・マネジメント」推進上
・マネジメント」推進上の課
重要性について理解してい
重要性について理解し、教
の課題を理解し、その解決
題解決に取り組むとともに、
る。
育活動に生かしている。
に向けて取り組んでいる。
範を示したり、助言したりし
・通常の学級、通級による指 ・通常の学級、通級による指
ている。
導、特別支援学級、特別支
導、特別支援学級、特別支 ・通常の学級、通級による指導、
援学校といった連続性のあ
援学校といった連続性のあ
特別支援学級、特別支援学校
る多様な学びの重要性につ
る多様な学びの重要性を意
といった連続性のある多様な
いて理解している。
識して教育活動に生かして
学びの重要性について、校内
いる。
研修などで職場全体に啓発し
ている。

「ＩＣＴを活用した
指導 」への対応力

・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・「 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 指 導 」 ・学校における「ＩＣＴを活 ・学校における「ＩＣＴを活用
が求められる背景や重要性
が求められる背景や重要性
用した指導」推進上の課題
した指導」推進上の課題解決
について理解している。
について理解し、実践に生
を理解し、その解決に向け
に取り組むとともに、範を示
かしている。
て取り組んでいる。
したり、助言したりしている。

「道徳教育の充実」
への対応力

・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・「 道 徳 教 育 の 充 実 」 が 求 め ・学校における道徳教育推進 ・学校における道徳教育推進上
られる背景や重要性につい
られる背景や重要性につい
上の課題を理解し、その解
の課題解決に取り組むととも
て理解している。
て理解し、実践に生かして
決に向けて取り組んでいる。 に、範を示したり、助言した
いる。
りしている。

「外国語教育の充実」
への対応力

・「 外 国 語 教 育 の 充 実 」 が 求 ・「 外 国 語 教 育 の 充 実 」 が 求 ・学校における外国語教育推 ・学校における外国語教育推進
められる背景や重要性につ
められる背景や重要性につ
進上の課題を理解し、その
上の課題解決に取り組むとと
いて理解している。
いて理解し、実践に生かし
解決に向けて取り組んでい
もに、範を示したり、助言し
ている。
る。
たりしている。

「特別支援教育の充
実」への対応力

・特別支援教育の動向や具体 ・特別支援教育の動向や具体 ・特別な支援を必要とする子 ・学校における特別支援教育推
的な支援内容、支援体制等
的な支援内容、支援体制等
どもの教育的ニーズ等に的
進上の課題解決に向けて取り
について理解している。
について理解し、特別な支
確に対応するとともに、学
組むとともに、範を示したり、
援を必要とする子どもの教
校における特別支援教育推
助言したりしている。
育的ニーズ等に対応してい
進上の課題を理解し、その
る。
解決に向けて取り組んでい
る。

学校づくりを担う一員とし
ての自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
校内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等を
手に分かりやすく伝えると
を子どもや保護者等に分か
を子どもや保護者、地域等
子どもや保護者、地域等の立
ともに、相手の考えの傾聴
りやすく伝えるとともに、
に分かりやすく説明すると
場にも配慮しながら分かりや
に努めるなど、互いを尊重
相手の意図を正確に理解し、 ともに、相手が意図する背
すく説明するとともに、相手
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
景を含めて正確に理解し、
が意図する背景を含めて正確
る。
新たな方向性を見出すなど
に理解し、課題解決に向けて
・自らの職務の充実に向け、
発展的な意思疎通を行って
共通認識に立ち実際の行動に
上司や同僚などに相談や質
いる。
つながる意思疎通を行ってい
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な
る。
意見交換を行っている。
・上司や同僚などと建設的で未
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全校的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって学校づくりに関わり、 学校づくりに関わり、互い
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められている役割を果た
のよさを認め合い、それぞ
画的に課題解決に当たってい
している。
れの能力を生かして計画的
る。
に課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して学校の運営に当た
応している。
っている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。

※「『特別支援教育の充実』への対応力」については、特別支援学校においては、「教科等（保育）や教職に関する専門的な知識・技能」等に含まれますが、教員育成指標スタンダー
ドとの関連が分かるよう、そのまま記載しています。
※幼稚部、小・中学部、高等部に応じて、他校種の教員育成指標を参考にすることもできます。
※特別支援学校版教員育成指標については、小学校・中学校・義務教育学校における特別支援学級担当教諭の指標としても活用することができます。
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５

職種別教員育成指標

（１）養護教諭版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

養護教諭版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、子どもや保護者
すことはもとより、職場全体
等の期待に応える教育活動
の意識が高まるような働きか
を行っている。
けを行っている。
・子ども一人一人のよさや可 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、学
能性に目を向けようとして
子ども一人一人のよさや可
学校の教育活動を推進して
校の教育活動を推進するため、
いる。
能性を伸ばしている。
いる。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える校内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動や学校
の子どもを尊重するととも
子どもを尊重するとともに、
の学校の教育活動において、 の教育活動において、すべ
に、教職への誇りを有して
教職への誇りを有し、職場全
すべての子どもを尊重しよ
ての子どもを尊重するとと
いる。
体の意識が高まるような働き
うとしている。
もに、教職への誇りを有し
かけを行っている。
ている。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・学校の課題を理解し、解決 ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
するための校内外の研修に
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
積極的に参加するとともに、 ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 子ども理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 教科等や教職に関する
専門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・子ども理解の意義や重要性 ・子ども一人一人のよさや可 ・子どもを取り巻く様々な環 ・子ども一人一人を的確に理解
を理解し、子ども一人一人
能性をはじめ、家庭環境な
境や背景を含め、子ども一
するとともに、教職員相互に
に積極的に関わろうとして
どを理解して子どもと向き
人一人を的確に理解してい
情報を共有できるよう校内体
いる。
合っている。
る。
制を整えている。

実 保健管理
践
的
指
導
力
保健教育

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する基礎的
職務内容等に関する基本的
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
な知識・技能を身に付けて
な知識・技能を身に付け、
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
いる。
職務に生かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・自律的に研修を進めるため ・自らの課題解決に向け、自 ・学校の課題の解決に向け、 ・学校の課題の解決に向け、自
の基礎的な知識・技能を身
律的に研修を進めている。
自律的に研修を進めている。 律的に研修を進める校内体制
に付けている。
を整えている。
・学校保健安全法を理解する ・子どもの発達の段階に応じ ・校内における保健管理につ ・校内における事件事故・災害
とともに、子どもの実態把
てよく見られる心身の疾病
いて指導的な役割を果たす
に備えた予防的措置や健康に
握の必要性を認識し、適切
や障がいを理解するととも
とともに、保健情報を総合
関する危機管理など、組織的
な保健管理を実施しようと
に、健康課題を把握し、適
的に評価し、把握した健康
な保健及び安全に係る取組に
している。
切に対応している。
課題の解決に向けて、組織
ついて、学校運営に参画して
的に対応している。
いる。
・学習指導要領を理解し、養 ・学習指導要領及び保健教育 ・子どもの健康課題や地域の ・保健教育、安全教育について
護教諭の専門性を生かした
における養護教諭の役割を
実情に基づいた保健教育を
教育課程の編成・実施・評価
指導を実施しようとしてい
理解し、養護教諭の専門性
学級担任等と連携しながら
をとおして全体計画を作成し、
る。
を生かした保健教育を行っ
計画、実践、評価、改善し、 組織的・計画的に推進してい
ている。
効果的に推進している。
る。

健康相談

・学校保健安全法による健康 ・健康相談の基本的なプロセ ・心身の健康課題を総合的に ・心身の健康課題に関して教職
相談の位置付けを理解し、
スを理解し、子どもの心身
とらえ、校内支援体制の充
員に対し、指導的役割を果た
養護教諭の職務の特質や保
の発達の段階に応じた課題
実に努めるとともに、学校
すとともに、学校医等の専門
健室の機能を生かして、子
や現代的な健康課題との関
医等の専門職や関係機関と
職や関係機関と連携し、健康
どもの心身の健康課題に対
連を踏まえた健康相談を実
連携し、健康相談を組織的
相談を組織的に推進している。
応しようとしている。
施している。
に推進している。

保健室経営

・年間を見通した保健室経営 ・学校の教育目標を踏まえ、 ・保健室経営計画を策定し、 ・学校経営の視点に立って、保
の意義や関係法令について
保健室経営計画を策定する
教職員、保護者等への周知
健室経営計画を策定し、学校、
理解し、保健室の機能を生
とともに、教職員等への周
を図るとともに、実施、評
家庭、地域の連携のもとに、
かした実践をしようとして
知を図り、保健室経営に当
価、改善を行い、効果的に
計画的、組織的に保健室経営
いる。
たっている。
保健室経営を推進している。 を推進している。

保健組織活動

・学校保健に関する学校内外 ・保健組織活動の意義を理解 ・保健組織活動が活性化する ・近隣の各学校や地域、関係機
の協力体制の重要性を理解
し、企画・運営に参画して
よう校内における教職員の
関と連携し、地域レベルでの
し、養護教諭の専門性を生
いる。
協力体制を確立し、内容の
健康づくりを推進している。
かした実践をしようとして
工夫、改善を図っている。
いる。

新たな教育課題への対応力（主 ・新たな教育課題について理 ・新たな教育課題について理 ・新たな教育課題について学 ・新たな教育課題について解決
体的・対話的で深い学び、カリ
解している。
解し、教育活動の中で課題
級担任と連携を図りながら
に向けて学校運営に参画し、
キュラム・マネジメント、ＩＣ
解決に向けて取り組んでい
教育活動の中で課題解決に
指導的な役割を果たしている。
Ｔ、道徳、外国語教育、特別支
る。
取り組んでいる。
援教育）
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学校づくり
を担う一員
として、地
域等とも連
携・協働し
ながら、課
題解決に取
り組む教員

学校づくりを担う一員とし
ての自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
校内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等を
手に分かりやすく伝えると
を子どもや保護者等に分か
を子どもや保護者、地域等
子どもや保護者、地域等の立
ともに、相手の考えの傾聴
りやすく伝えるとともに、
に分かりやすく説明すると
場にも配慮しながら分かりや
に努めるなど、互いを尊重
相手の意図を正確に理解し、 ともに、相手が意図する背
すく説明するとともに、相手
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
景を含めて正確に理解し、
が意図する背景を含めて正確
る。
新たな方向性を見出すなど
に理解し、課題解決に向けて
・自らの職務の充実に向け、
発展的な意思疎通を行って
共通認識に立ち実際の行動に
上司や同僚などに相談や質
いる。
つながる意思疎通を行ってい
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な
る。
意見交換を行っている。
・上司や同僚などと建設的で未
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全校的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって学校づくりに関わり、 学校づくりに関わり、互い
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められる役割を果たして
のよさを認め合い、それぞ
画的に課題解決に当たってい
いる。
れの能力を生かして計画的
る。
に課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して学校の運営に当た
応している。
っている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。
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（２）栄養教諭版教員育成指標
※「養成段階」…「養成段階」には、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質能力を掲載

栄養教諭版教員育成指標

求める
教員像

キャリアステージ
キーとなる資質能力

教育者として、 使命感や責任感・倫理
観
強い使命感・
倫理観と、子
どもへの深い
教育的愛情を、 教育的愛情
常に持ち続け
る教員

養成段階 ※

初任段階

中堅段階

ベテラン段階

・教育公務員として遵守すべ ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を ・教育公務員に係る法令等を遵
き法令や職務等を理解して
遵守するとともに、法令等
遵守するとともに、法令等
守するとともに、法令等で定
いる。
で定められた職務上の義務
で定められた職務上の義務
められた職務上の義務を果た
を果たしている。
を果たし、子どもや保護者
すことはもとより、職場全体
等の期待に応える教育活動
の意識が高まるような働きか
を行っている。
けを行っている。
・子ども一人一人のよさや可 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、 ・子どもへの愛情に基づき、学
能性に目を向けようとして
子ども一人一人のよさや可
学校の教育活動を推進して
校の教育活動を推進するため、
いる。
能性を伸ばしている。
いる。
職場全体の意識が高まるよう
な働きかけを行っている。

総合的人間力

・社会体験等を通して、人間 ・上司や同僚、保護者との関 ・上司や同僚、保護者、地域 ・教職員相互に、人間性、社会
性、社会性、協調性を身に
わりの中で、人間性、社会
との関わりの中で、人間性、 性、協調性をバランスよく高
付けている。
性、協調性を高めている。
社会性、協調性をバランス
め合える校内体制を整えてい
よく高めている。
る。

教職に対する強い情熱
・人権意識

・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、地域の ・人権意識に基づき、すべて ・人権意識に基づき、すべての
ボランティア活動や実習先
行事や社会教育活動や学校
の子どもを尊重するととも
子どもを尊重するとともに、
の学校の教育活動において、 の教育活動において、すべ
に、教職への誇りを有して
教職への誇りを有し、職場全
すべての子どもを尊重しよ
ての子どもを尊重するとと
いる。
体の意識が高まるような働き
うとしている。
もに、教職への誇りを有し
かけを行っている。
ている。

主体的に学び続ける姿
勢

・研修の法的な位置付けや、 ・初任段階教員研修等や情報 ・学校の課題を理解し、解決 ・組織的・協働的な体制づくり
情報の収集・選択・活用の
の収集・選択・活用を通し
するための校内外の研修に
の重要性を理解し、組織マネ
重要性を理解している。
て、実践的指導力など、初
積極的に参加するとともに、 ジメント等の研修に積極的に
任段階に求められる資質能
適切な情報の活用・再構成
参加するとともに、適切な情
力を身に付けようとしてい
などを通して、高度な指導
報の活用・再構成などを通し
る。
力など、中堅段階に求めら
て、人材育成や地域との連携
れる資質能力を高めようと
・協働など、ベテラン段階に
している。
求められる資質能力を高めよ
うとしている。

教 育 の 専 門 子ども理解力
家として、
実践的指導
力 や 専 門 性 教科等や教職に関する
専門的な知識・技能
の向上に、
主体的に取
り組む教員

・子ども理解の意義や重要性 ・子ども一人一人のよさや可 ・子どもを取り巻く様々な環 ・子ども一人一人を的確に理解
を理解し、子ども一人一人
能性をはじめ、家庭環境な
境や背景を含め、子ども一
するとともに、教職員相互に
に積極的に関わろうとして
どを理解して子どもと向き
人一人を的確に理解してい
情報を共有できるよう校内体
いる。
合っている。
る。
制を整えている。

栄 栄養管理
養
管
理
・
衛
生
管
理

・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、 ・教職の意義や教員の役割、職
職務内容等に関する基礎的
職務内容等に関する基本的
職務内容等に関する深い知
務内容等に関する深い知識・
な知識・技能を身に付けて
な知識・技能を身に付け、
識・技能を身に付け、職務
技能を身に付け、職務や職場
いる。
職務に生かしている。
に生かしている。
の意識向上に生かしている。
・自律的に研修を進めるため ・自らの課題解決に向け、自 ・学校の課題の解決に向け、 ・学校の課題の解決に向け、自
の基礎的な知識・技能を身
律的に研修を進めている。
自律的に研修を進めている。 律的に研修を進める校内体制
に付けている。
を整えている。
・学校給食の役割について理 ・学校給食摂取基準に基づき、・学校給食摂取基準を踏まえ、・学校給食における献立作成に
解し、実践しようとしてい
食品構成及び食育の観点を
対象となる児童生徒の体格
関し、地域等において指導的
る。
考慮した献立を作成してい
や生活活動の実態を考慮し
役割を果たしている。
・日本人の食事摂取基準や成
る。
た栄養量の基準を作成し、 ・学校給食における調理、配食
長期の栄養管理を理解し、 ・学校給食の調理、配食に関
地域の特性を生かした食品
に関し、地域等において指導
地場産物、予算等に配慮し
し、調理従事者へ適切な指
構成及び食育の観点等を考
的役割を果たしている。
た献立作成を実践しようと
導助言をしている。
慮した献立を作成している。
している。
・学校給食の調理、配食に関
し、調理従事者へ適切な指
導助言をしている。

衛生管理

・食品衛生法、食中毒菌等に ・学校給食衛生管理基準に基 ・学校給食衛生管理基準に基 ・学校給食衛生管理基準に基づ
ついて理解し、適切な衛生
づき、調理従事者の衛生、
づき、調理従事者の衛生、
き、担当する学校や調理場の
管理を実践しようとしてい
施設設備の衛生及び食品衛
施設設備の衛生及び、食品
衛生管理体制について評価し、
る。
生等について適切に指導し、 衛生について適切に指導し、 課題を改善するとともに、地
実践している。
実践するとともに、担当す
域等において指導的な役割を
る学校や調理場の衛生管理
果たしている。
体制について評価し、課題
の改善を図っている。

栄養相談

・子どもの実態把握の必要性 ・栄養相談の基本的なプロセ ・専門職として身に付けた技 ・肥満、痩身、生活習慣病、食
を理解し、個に応じた栄養
スを理解し、食物アレルギ
術を生かし、食に関する課
物アレルギー等の子どもの健
相談に応じようとしている。 ー等、個々の子どもの状況
題を総合的にとらえ、教職
康課題に関して教職員に対し、
・肥満、痩身、生活習慣病、
に応じて、保護者と連携し、 員や保護者と連携し、適切
指導的役割を果たしている。
食物アレルギー等やスポー
健康課題について適切な対
な対応をしている。
ツ栄養に関する基礎的知識
応をしている。
を理解している。

調査研究等

・研修会に積極的に参加する ・校内研修や校外の研究会に ・校内研修、校外の研究会の ・研修等で得た情報や自らの実
意欲や、子どもの実態を把
積極的に参加し、栄養教諭
企画・運営に携わり、栄養
践を広く情報発信して、教職
握するための調査の意義や
としての資質を高めるとと
教諭としての知識・能力・
員に対し、指導的役割を果た
方法を理解し、実践しよう
もに、子どもの実態把握に
授業力の向上を図るととも
している。
としている。
努めるなど、給食管理や食
に、子どもの実態調査を学
育に取り組もうとしている。 校全体の食育の取組に生か
すなど、給食管理や食育に
取り組もうしている。
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食 立案と推進
に
関
す
る
実
践
的
指 指導内容
導
力

指導技術と指導形態

・子どもの実態や学校の教育 ・食に関する指導に関わる教 ・各教科等、その他の活動に ・地域や関係機関と連携を図り、
目標をもとに、食に関する
科等の学習指導要領や学校
おける指導内容について、
地域の特色を考慮した実態把
指導の全体計画を立案し推
の特色を理解し、課題解決
その内容の系統性や各学習
握を行い、食に関する指導の
進しようとしている。
のための食育を推進してい
の関連を図りながら体系的、 全体計画の各学年の目標設定
る。
継続的に食育を推進するた
に活用するための発信を行っ
めの中心的な役割を担って
たり、教育課程の編成に関わ
いる。
ったりしている。
・学習指導要領等を踏まえ、 ・学習指導要領等を踏まえ、 ・学習指導要領等を踏まえ、 ・学習指導要領等を踏まえ、食
教科等の特質やねらいを知
教科等の特質やねらいを知
専門的な立場から授業に関
に関する指導の全体計画を包
り、専門的な立場から各教
り、指導と評価の計画を共
して教科等のねらいを達成
括的にとらえ、教科等のねら
科等の指導と評価の計画に
有している。
するための食に関する指導
いを達成するための食に関す
参画しようとしている。
内容、評価の計画を立案し
る指導内容、評価の計画を立
ている。
案するとともに、専門的な立
場から的確な指導助言を行っ
ている。
・子どもの発達の段階に応じ ・集団や個の食に関する課題 ・集団や個の食に関する課題 ・食に関する指導に関連する授
た指導技術を身に付け、専
を把握し、発達の段階に応
や発達の段階に応じた指導
業については、授業改善の視
門的な立場から教育効果を
じた指導を行っている。
について、食育のねらいの
点をもって多くの授業に関わ
高める役割を担おうとして
達成状況を適切に見取り、
り、学習状況を適切に見取り、
いる。
分析し、食に関する指導の
助言するとともに、状況に応
全体計画及び年間指導計画
じた指導を実践するなど、効
の見直しに生かしている。
果的な指導方法について情報
発信している。

新たな教育課題への対応力（主 ・新たな教育課題について理 ・新たな教育課題を理解し、 ・新たな教育課題について学 ・新たな教育活動の解決に向け
体的・対話的で深い学び、カリ
解し、対応しようとする意
教育活動の中で課題解決に
級担任等と連携を図りなが
て学校運営に参画し、指導的
キュラム・マネジメント、ＩＣ
欲をもっている。
取り組んでいる。
ら教育活動の中で課題解決
な役割を果たしている。
Ｔ、道徳、外国語教育、特別支
に向けて取り組んでいる。
援教育）

学校づくり
を担う一員
として、地
域等とも連
携・協働し
ながら、課
題解決に取
り組む教員

学校づくりを担う一員とし
ての自覚と協調性

・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と ・教育公務員として、社会と協
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
協働して職務を円滑に遂行
働して職務を円滑に遂行する
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
する上で必要となる職業観
上で必要となる職業観や人間
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
や人間関係のほか、公共心
関係のほか、公共心や社会通
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
や社会通念などの重要性を
念などの重要性を深く理解し、
理解している。
理解し、それに基づき行動
深く理解し、それに基づき
それに基づき職場で率先して
している。
行動するとともに、経験の
行動するとともに、社会性を
浅い教職員に指導助言を行
向上させる職場意識を高める
っている。
校内体制を整えている。

コミュニケーション能
力（対人関係能力を含
む）

・自らの考えや意見などを相 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等 ・自らの考えや学校の方針等を
手に分かりやすく伝えると
を子どもや保護者等に分か
を子どもや保護者、地域等
子どもや保護者、地域等の立
ともに、相手の考えの傾聴
りやすく伝えるとともに、
に分かりやすく説明すると
場にも配慮しながら分かりや
に努めるなど、互いを尊重
相手の意図を正確に理解し、 ともに、相手が意図する背
すく説明するとともに、相手
して意思疎通を行っている。 円滑に意思疎通を行ってい
景を含めて正確に理解し、
が意図する背景を含めて正確
る。
新たな方向性を見出すなど
に理解し、課題解決に向けて
・自らの職務の充実に向け、
発展的な意思疎通を行って
共通認識に立ち実際の行動に
上司や同僚などに相談や質
いる。
つながる意思疎通を行ってい
問等を積極的に行っている。・上司や同僚などと建設的な
る。
意見交換を行っている。
・上司や同僚などと建設的で未
来志向的な意見交換を行って
いる。

組織的・協働的な課題
対応・解決能力

・集団の中で協働的に行動す ・組織の一員としての自覚を ・組織の一員として積極的に ・全校的な視野に立ち、一人一
ることの重要性を理解して
もって学校づくりに関わり、 学校づくりに関わり、互い
人の役割と能力を生かして計
いる。
求められる役割を果たして
のよさを認め合い、それぞ
画的に課題解決に当たってい
いる。
れの能力を生かして計画的
る。
に課題解決に当たっている。

地域等との連携・協働
力

・保護者や地域等との連携の ・保護者や地域等との連携の ・保護者・地域・関係機関等 ・保護者・地域・関係機関等と
重要性を理解している。
重要性を理解し、積極的に
との関わりを深め、連携・
の連携・協働のネットワーク
関わり、連携・協働して対
協働して対応している。
を構築して学校の運営に当た
応している。
っている。

人材育成に貢献する力

・他者の意見やアドバイスに ・他の教職員との関わりを大 ・互いの課題や悩みに気付き、・人材育成の重要性を踏まえ、
耳を傾け、互いに高め合お
切にし、疑問点や悩みを相
支え合える環境をつくると
支え合える環境をつくるとと
うとしている。
談したり、共有し合ったり
ともに、経験の浅い教職員
もに、経験の浅い教職員への
しながら、互いに高め合お
に指導助言を行っている。
指導助言やミドルリーダーの
うとしている。
育成に取り組んでいる。
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