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横浜市教育センター

本市では、教職員の大量退職と大量採用が続いており、教職員の早期育成が喫緊の課題

となっています。教育センターでは、初任者研修及び初任２年目・３年目研修の充実を図る

とともに、学校におけるメンターチーム等の人材育成体制づくりの支援に取り組んでまいりま

した。

本年度は、去る９月１日（火）に「人材育成フォーラム」を開催し、名城大学大学院教授

の木岡一明先生の御講演や、中丸小学校、東鴨居中学校、北綱島特別支援学校の先進的

な取組について報告を受け、これからの組織的な人材育成のあり方について見つめてまい

りました。

本特集号では、「メンターチーム」等による人材育成について、日頃から実践されている

学校の具体的な報告をダイジェスト版としてご紹介します。各学校におかれましても、校内

の人材育成と組織活性化に向け、参考にしていただけたらと考えます。

授業研究を中心に取組をすすめています！ 生麦小学校
授業力向上のために、どんなことでも気軽に聞いたり、話し合ったり…。
本音で語り合えるチームを目指しています。

今年からメンターチームを立ち上げました！ 矢向小学校
学級経営や授業のこと、実技を通した研修など、月１回の定例で行い始めました。
主幹教諭がテーマ設定などをコーディネートしています。

立ち上げから５年目！様々な取組を実践中です！ 保土ヶ谷小学校
授業のみならず、掃除や給食指導のこと、「あゆみ」のこと、教室環境のことなど、
日頃の悩みや課題を皆で出し合って学んでいます。

教職員全員がチームで学び合っています！ 東鴨居中学校
きっかけは、主幹教諭グループが、自主的につくり上げた「STチーム（初任者等の
バックアップ体制）」。目指すのは、「組織の一層の活性化」と「人材育成」です。

学年会など、既存の組織を生かしています！ 高田中学校
学年会の組織の強みを生かして人材育成も意識化。「教える・伝える・範を示す」、
「まねる・習う・尋ねる」という真摯な姿勢を大切にしています。

各学校で、メンターチーム等が機能し始めています！

各学校の具体的取組から
メンターチーム等を中心とした実践について、

各校からお寄せいだきました。
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生麦小学校 メンターチームの取組
■メンターチームのスタート、きっかけ等

新採用で着任してくる教職員が増えており、担任としての学級経営力を高める必要性があると

同時に、教職員どうしがお互いに悩み等を相談できる人間関係（チーム）を築くことが大切と考

え活動をスタートしました。また、全教職員で若い教師を育てていくことが大事であるという考

えのもとでもあります。

■構成メンバー等

本校で採用された教職員、新採用から6年目まで。メンター長は4年目の教職員が担っています。

また、チームには随時、助言役として教務担当が入ります。

■取組内容

年に一回研究授業をし、お互い授業を見合うのテーマのもと、次のような取組を行っています。

○研究授業の計画立案

・4月当初に年間計画をつくる。

・これまで経験していない新たな教科に挑戦する。

・校外から講師を招いて授業を見てもらう。

○研究授業を迎えるにあたり

・研究授業の前にメンターチームで、指導案検討をしたり、模擬授業をしたりする。

○研究会での共通の姿勢

・お互いに本音で言い合える研究会にする。

・次の授業に生かせるような一手を模索していく。

■成果と課題

成果

・お互い年齢が近いので、どんなことでも気軽に聞いたり教え合ったりすることができました。

・指導案の検討や模擬授業を行い、研究授業に向け協力したり、知恵を出し合ったりすること

ができ、授業力の向上につながっています。

・自分の担当の学年や担当教科以外の授業を見たり、授業の仕方を学んだりする機会がある

ので経験が浅いメンバーにとっては、とても勉強になりました。

また、研究会では、互いの指導力の向上を目指し、言いづらいことも言え、内容も回を

重ねるごとに深まっています。

課題

・研究授業において、それぞれが見るポイントがバラバラ

だったため、1 つか２つでもみんなが同じポイントで見て、

その課題について継続して研究討議ができるとよいと考え

ています。

（例えば、見たり話し合ったりするポイントを「授業のま

とめ」や「発問の仕方」にしぼって年間を通して追究する

等）

授業研究を中心に取組をすすめています!
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矢向小学校 メンターチーム「めんたいこ」の取組
■「はじまり」と「ねらい」

本校では、経験年数が５年以下の教職員が２９名中１０名と３分の１を超えています。この教職員

たちもさまざまな機会で力量向上に励んでいますが、そこで習得した知識等を実践で活用するための

ＯＪＴが大切であるという思いから、今年度からメンターチームを本格的に立ち上げてきました。

「メンターチーム」そのものを実質的に機能させたいという校長の思いに一人の主幹教諭が「私が中

心になりメンターチームを立ち上げます。」と応えました。

この二つをねらいとし、月１回の定例会を設定しました。また、各回の活動には必ず明確な目標を

設定しています。

■テーマと内容、「めんたいこ」に込めた願い

各回のテーマは、「学級経営」「授業力の向上」「実技研修」等、メンバーのニーズに合わせて設定

していきます。立ち上げでは、まとめ役の主幹教諭が積極的にテーマにかかわってきました。

チーム名をみんなで話し合ったところ、メンバーからメンタを文字って『めんたいこ』が挙げられ
．．．

ました。「それぞれの粒が袋に包まれながら、まとまっていく」という願いが込められています。

■これまでの実践

①テーマ「学級開きから今日までうまくいったこと」

・学級のルールをしっかりつくる ・朝の会、帰りの会の充実 ・当番表の作り方などをメンバ

ーで共有しました。失敗談や困ったこと、悩み等も話せる場でありたいことを確認しました。

②テーマ「自分の良さに気づく、他者の良さに気づく等自ら気づいて行動、変容する」

・グループワークトレーニングを実施しました。

③テーマ「ふれあいコンサートに出よう」

・自分たちが子どもと同じ活動に参加することによって、「どういうアドバイスが欲しいか」、

「ステージに立つ前、降りた後どんな言葉がけが必要か」等を考えました。

④体育実技研修 実業団バレーボールチーム出身の教員が講師となり、実技研修を行いました。

⑤テーマ「前期のまとめ後期のスタートにあたり学級目標の再確認」

⑥テーマ「コンセンサスを学ぶ～子どもたちへの願い」 グループワークトレーニング

※各活動では、必ず振り返りを行います。めんたいこの活動の中

にも意図的にＰＤＣＡサイクルを入れています。

■「めんたいこ」だよりの発行

毎回、活動の内容や参加の感想や成果を『メンターチーム報告

めんたいこだより』として、全職員へ配布しています。メンター

の活動内容も全職員で共有します。

■課題

・テーマを自ら設定し校内で講師を依頼する等、主体的な研修づくり

を願っています。また、限られたメンバーだけでなく、ベテランの

教職員も気楽に参加できる雰囲気づくりをめざしています。

今年から チームを立ち上げました!

○ 矢向小で初任を迎える仲間が、協力し合ったり、高め合ったりできる関係をつくります。

○ 先輩の先生から学びます。
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保土ヶ谷小学校 メンターチーム「たまひよ」の取組
■メンターチームのスタート、きっかけ等

保土ヶ谷小学校の初任者メンターチームは「たまひよ」と言います。横浜市の採用が増えたのと、

本校に初任者が毎年配置されるようになってきたため、４年前の平成17年度から始めました。

■構成メンバー等

本校が初任校となる新採用者を対象としています。会の運営には、メンバーから代表を決めて当た

ります。初年度の平成17年は5名、現在は6名で行っています。平成21年度からは、校務分掌にも位置

付けて、組織としての位置付けを明確にしました。

■取組内容（抜粋） （4月～2月の10、11月を除く月1回 過去の取組を含む）

○模擬授業

○ノート指導の在り方（メンバーの授業を通して）

○ベテラン教師の授業参観

○板書の構成の仕方（講師：校長）

○あゆみを書く視点研修（講師：評価部会）

/他の先生のあゆみを読む/お互いに書いたものを読み合う

○教室環境を考える（座席・掲示）

○係活動の進め方（講師：特活主任）

○話し方・聞き方の指導

○掃除・給食の指導

○授業のための研究（自分たちの課題に応じて）

・体育：マット運動（講師：体育主任）・国語：（1年）お店屋さんごっこをしよう

・社会：（３年）むかしはかせになろう（七輪を使って）・図工：（道具の指導の仕方等）

■成果と課題

○成果 メンバーの感想から

・一緒に同じ方向に向かって働く仲間がいることで、職場が「自分の居場所」と感じられるこ

との効果が、このチームによってもたらされています。自分たちで自律的に計画を立ててい

ますが、全体を見通し、適宜アドバイスをする担当が必要となります。平成20年度から、主

幹教諭がコーディネイト役としてかかわっています。

・いつ行うかという開催の時期ですが、平成1７年～２０年は、他の会議等の関係でメンバー以

外の教員が加われませんでした。そこで、平成2１年度から、年間計画を立て、他の会議日と

は別に計画するように改善しました。それにより、様々な立場の教員がいつでも講師などと

して入れるようになりました。

○課題

・チームとしてのねらいをはっきりとさせること、それに基づいた年間計画を作成していくこ

とは課題です。それは、研修評価にもかかわってきます。今のところ、変容や成果は問われ

ていません。自己啓発研修に留まっていると、ともするとやっただけになりがちです。例え

ば今年度、係活動についての会がありましたが、「学級目標とリンクした係活動にしたい」の

で、「係活動の在り方を研修する」というような道筋をつくっていくことが必要です。また、

OJTとして取組を考慮すると、メンバーで互いの学級運営を評価し合うような工夫もできそう

です。さらに本校のメンターチームを、他校のそれとつないでいく“ネットワーク”をつく

っていくことも今後のテーマとなります。チームとしての人数は自校としては多くありませ

ん。例えば中学校ブロック内のメンターチームと連携をとっていくような視点も必要です。

５年目、様々な取組を実践中です!

初任の年は、日々の小さな悩みを相談できる場として、心強く感じられました。また、同世代の先生方のい

ろいろな指導法や児童観、教育観といったものにふれられ、時には悩みを聞くことができ、教師としての視

野が少し広がったと思います。さらに、同年代の皆さんと打ち解けて仲良くなれるいい機会でもあり、チー

ム力のアップを感じています。
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東鴨居中学校 「チームヒガカモ」の取組
■「チームヒガカモ」のスタート

○きっかけは「主幹教諭」の発想

主幹教諭グループが自主的に作り上げた「ＳＴチーム」（初任者等若手教員のバックア

ップ体制）が発想のきっかけでした。

○校長としての思い

①主幹教諭の自主的で積極的な姿勢と、仲の良い教職員集団を生かしたい。

②メンターチームによる研修をしてみたかった。

③校内研修体制のドラスティックな改善をしたかった。

○ドラスティックな改善を必要と考えた背景

学校に求められるニーズや対応がさらに多様化し、変化していく状況の中で、若手もベテ

ランも幅広い真の力を身につけていく必要があると考えましたが、業務や生徒指導対応の多

様化等で毎日の忙しさの中、下記の課題が浮かび上がってきました。

・研修の時間がなかなかとれない。(準備が必要な一斉型の研修等)

・職員室で先輩と語り、会話の中からノウハウを学ぶ時間がとれない。

・多様化へのニーズに校内研修体制が追いついていない。また、個々の教職員側のニ

ーズ（研修したい）にも十分対応しきれていない。

■「チームヒガカモ」の特色

目指すものは…「組織の一層の活性化」と「人材育成」を重ねた機能です。

○校内組織とリーダーを生かしたチーム編成

①主幹教諭を中心とする「リーダーグループ」の教員６名が、学年及び指導部等

業務をリードするシステムとして機能しています。この６名をそれぞれリーダーにし

た６グループに編成しています。（連絡や調整がしやすい。方向性を統一しやすいため）

②六つのグループは、学年や教科を超え、性別、経験年数、年齢層を考慮して６つの

グループ構成に分けています。（１グループ４～５人編成。新たな仲間意識の構築）

○自主性を尊重した研修…「自ら学ぶ」がコンセプトです。（自主決定）

①自チーム名・キャッチフレーズ設定

②開催日や時間、研修内容・形態の決定

○研修する３つの領域（大きな校内研修でなくても学べる研修として）

①授業力向上に関すること（基礎基本・評価・評定等）

②マネジメントに関すること（学級経営・生徒指導等）

③教職員の規律に関すること（不祥事防止等）

○「本音で」「ニーズに基づいて」「楽しく」、指導技術や知識の向上を図っています。→

校長からの各チームへの投げかけは…

○ 小さなコミュニケーションを積み重ねて学び合っていきましょう。

○ 自主・自律的なヒガカモ職員集団を作っていきましょう。

○ 受け身の研修から、自ら学ぶ研修にしていきましょう。

○ ニーズにあった、今必要な研修をしていきましょう。

○ 中堅・ベテラン教員が今まで学んだ技術を若手に伝承する研修にしましょう。

○ 本音を語り合い、困ったことを相談しあえる研修にしましょう。

○ 明るく楽しく研修しましょう。

教職員全員がチームで学び合っています!
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高田中学校 校内人材育成の取組

■メンターチーム等のスタート、きっかけ等（校長談）

きっかけとして挙げるならば、研究研修指導課から発信されたメンターチーム設置の
推奨だと思います。前任校（小学校）では初任者や経験年数の少ない教職員を中心に少

しずつ取り組んでいましたが、本校（中学校）に赴任してからはその必要性をあまり感

じませんでした。理由は、教職員がメンターチームシステムと同様な動きをしているよ

うに見えたからです。組織化していませんが、イメージ図に即して下のように配置でき

ます(数字はおよその経験年数)。波線の中のメンバーは自分の位置や役割を概ね意識し

ており、場面や適性に応じてリーダー役が自ずと交代することもあります。また波線相

互のつながりもスムーズに行われています。さらにこれらは「On the job」だけでなく

「Off the job」においても適切に進められていると考えます。

（２）取組の内容および背景

小学校でも中学校でも、教職員には次のようなことを発信してきました。

《教師に求められる資質、力量とは》

上記の資質や能力を培う機会（場）は多岐にわたりますが、とりわけ校内における日

常業務の中で培われることがらは極めて多いことから、学校マニフェストに次のような

《基本姿勢》を記載しています。

取組の内容としては、学習指導、生活指導、マネジメント能力の3点に関することがらで

す。個々に尋ねたり指導したりする場面が多く見られ、それはタイムリーで実践的な“現

職教育”となっています。

（３）成果と課題
成果は、教職員のチーム意識が高まってきていることです。改めてメンターチームとし

ての組織でないため会合の時間を設定する作業は不要となります。
課題は、意図的計画的な組織ではなくいわば“自然発生的な関係性”であるため完全と

は言えません。目標や段階を明示した組織をつくることも目指したいです。

☆ 1)学習指導力：単元構成（デザイン）、授業構成、授業実践、教材開発と教材化、等。

☆ 2)生活指導力：人権感覚、児童生徒理解、社会性・規範意識の育成、説得力、等。

☆ 3)マネジメント能力：教育公務員としての自覚と誇り、生徒・保護者・地域との人間

関係性構築、職員間の円滑交流・意志疎通、等。

※ 1)学校教職員は経験差の大きい職能集団であり、しかも職人的な技能や感覚も求められる。

したがってベテラン、中堅、若手のすべてが、『教える・伝える・範を示す』という責任と、

『まねる・習う・尋ねる』という真摯な姿勢を一人ひとりが着実に実践する。

※ 2)職員一人ひとりが自らの学習指導、生活指導、校務分掌等における目標を設定し、その

実現に向けて外部研修等の成果を、日常実践や自学研修に生かす。

※ 3)職員自らが設定した目標の修正や達成度について、本人と管理職とが共同で行う。（自

己評価と相互評価）

学年会等、既存の組織を生かしています!

2

1 01 0
1 0

1 5
2 0

2

3 5

3 5

2

4

58
8

2 0

2 5

2 5
1

1

3 5

－6－



－7－



－ 編集後記 －

「人材育成」で大切なことは、「人材育成」という４文字の言葉を意識することから始ま
ります。今回紹介しましたメンターチーム等の実践をはじめ、多くの学校で、現状の課題

から人材育成に真摯に取り組む様子が伺えています。
「こうでなければ」という型があるわけではありませんが、その学校の経営環境を見

つめ、いかに「ひと」という資源を大切に活かし、職員全体が自分ごととして成長してい

くシステムをつくっていくか。そこに、人材育成の今後の鍵があるように思えます。

また、メンターチームについては、「仕掛ける」「つくる」「動かす」「引き継ぐ」といっ
たキーワードとそれらを連動させる機能が大切です。そのためには、校長をはじめとした
管理職、ミドル層やベテラン層、そして当該の新採用者等、それぞれの立場からの人材

育成へのアプローチが必要です。
初任者の育成や、年次研対象者の意図的育成、主幹教諭をはじめとしたミドル層の育

成、そして、ベテラン層の活性化等、「育成の風車」のどこに風が当たっても、その風車
は回り始めます。

実践では、何か一つでもいい、風車に風をあてることからがスタートです。

今後も、引き続き人材育成の具体的取組について、様々な研修等機会も通じて発信を

してまいります。ぜひ、効果的な取組等ありましたら、教育センター・研究研修指導課ま
でお寄せください。

研究研修指導課 担当 西・前田
TEL ６７１－３７１１
FAX ６７１－３７８２

メンターチームとしては、このほか学年会、ブロック等、今ある組織を活用すること

が考えられます。各学校の実情に応じ、「育成」に関して機能する組織であることが

何より大切です。

「育成の風車」

初任者の育成

ベテラン層の活性化

５年次研修、
１０年次研修

ブロック研修での
ファシリテーター

教職経験力活用研修

主幹教諭による
各研修サポート

メンターチーム
の結成・活性化

初任者研修
初任２年目研修
初任３年目研修

どこに風があたっても、
風車は回り始める。

主幹教諭による
ミドルアップ・ダウン

主幹教諭研修

後進の育成支援

ミドルリーダーの育成

学校の実情に応じた

メンターチームの機能を！
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