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本日のプログラム

時間 内容 司会・進⾏ 報告者 コメンテーター

14:00 オープニング（ご挨拶）
峯明秀

（研究科主任）

14:10 教員養成共同研究コミュニティと
本⽇の進⾏について

⽊原俊⾏

14:25 ⼤阪府教育委員会の取り組み ⽥中滿公⼦ 河上弘⼦/企画室⻑ 鈴⽊真由⼦

15:00 ⼤阪市教育委員会の取り組み 岡⽥和⼦
井上伸⼀/次席指導主事
家⽥志朗/総括指導主事

⽔野治久

15:35

15:50 堺市教育委員会の取り組み 餅⽊哲郎 辻敦⼦/指導主事 ⽥村知⼦

16:25 総括的議論 ⽊原俊⾏ ⾅井智美

16:45 クロージング（ご挨拶） 坂本俊哉

休憩
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教員養成共同研究コミュニティ
について

全体コーディネータ

大阪教育大学 木原俊行

1

１．教員養成
共同研究コ
ミュニティと
は

教員養成合同拡⼤連携協議会のもとで
組織される，⼤阪教育⼤学と⼤阪府下
の教育委員会との共同研究組織
「⼤阪における教員の養成・採⽤・研
修」の⼀体的な把握と強化を⽬指す
2019〜2021年度の3年間に教員育成
指標の活⽤及び関連する研究を重ねて
きた

2

経緯（資料1）
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１．教員養成
共同研究コ
ミュニティと
は

3

3つのチーム（資料
1）

２．2022年度か
らの計画

ダイバーシティ教育に関わる教員研修
教員が児童⽣徒の⾔語的・⽂化的に多
様な背景からもたらされる教育課題の
存在に気付き，それらの課題解決がで
きる⼒を獲得するための（⾏政）研修
＜2022年7⽉19⽇の第2回研究会における，⼤阪
教育⼤学・⾅井准教授の講義資料から＞

テーマ

4
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２．2022年度か
らの計画

2022年度︓ダイバーシティ教育に関
する共通理解と各教育委員会による⾏
政研修の実態把握
2023年度︓各教育委員会における新
たな研修の企画・運営，それに対する
⼤阪教育⼤学のメンバーの協⼒等
2024年度︓各教育委員会における研
修と教職⼤学院の講義等の連動

３年間の計画

5

２．2022年度か
らの計画

5⽉17⽇︓第１回研究会の開催（研究
のおおまかな計画の確認，研究テーマ
の決定等）＜資料2＞
7⽉19⽇︓第２回研究会の開催（ダイ
バーシティ教育に関する講義＜⼤阪教
育⼤学・⾅井先⽣より＞）
9⽉20⽇︓第３回研究会の開催（研究
テーマに関する教員研修の紹介＜各教
育委員会より＞） ＜資料3＞

本年度の計画（前
半）

6
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２．2022年度か
らの計画

11⽉15⽇︓第４回研究会（フォーラ
ムの打ち合わせ＝報告内容の共通理
解）
1⽉28⽇︓第５回研究会の開催
（フォーラムの開催）
3⽉14⽇︓第６回研究会の開催（年間
の研究活動の総括，次年度の計画策定
等）

本年度の計画（後
半）

7

３．フォーラム
の進行

ご挨拶（オープニング）
教員養成共同研究コミュニティと本⽇
の進⾏の説明
⼤阪府教育委員会の取り組み
⼤阪市教育委員会の取り組み
＜休憩＞

堺市教育委員会の取り組み
総括的議論
ご挨拶（クロージング）

全体

8

7



３．フォーラム
の進行

ファシリテーター（⼤阪教育⼤学の実
務家教員）による進⾏
教育委員会スタッフによる報告
アドバイザー等（⼤阪教育⼤学の研究
者教員）によるコメント
参加者全員による意⾒交換

各教育委員会の取
り組み（35分ず
つ）

9
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2022年度 教員養成共同研究コミュニティの運営方針・組織 

 教員養成合同拡大連携協議会のもと組織される本研究会は，「大阪における教員の養成・採用・研修」の一
体的な把握と強化を目指す研究会であることの趣旨に基づき，大阪教育大学連合教職大学院と，大阪府・大阪
市・堺市教育委員会との連携し，2019～2021 年度の 3 年間に教員育成指標の活用及び関連する研究を積み上
げてきた。2022 年度からは，各教育委員会の状況に応じ，次の研究会の運営方針・組織で活動する。 

A. 参加者について
研究会のメンバーは，各自治体の研究グループに属することとし，2022 年 5 月の会議で班構成を確認した。

B. 研究会のスケジュールについて
研究会の年間スケジュールについては，新年度の最初の会議で確認する。研究会は，2 ヶ月に 1 度のペース

で，対面または同時双方向オンラインで開催する。これには，各教育委員会の代表者，上記の図の全体総括・
全体コーディネータ，リーダー及びファシリテーター，学校・教育委員会連携コーディネータ，関係事務が参
加する。 
コミュニティのメンバー全員が参加する研究会（全体会）を，年度初めと，翌１月（フォーラム，土曜日に

実施）に行う。 
 大阪教育大学の全体総括・全体コーディネータ，リーダー及びファシリテーター，学校・教育委員会連携コ
ーディネータ，関係事務による研究会の準備等のためのリーダー会議を偶数月第 3 火曜日に開催する。 
 自治体別の会議等は，リーダーの判断で，適宜開催する。（会議の際は，少なくとも 1 ヶ月前に調整するこ
ととする。） 

Ｃ.提言委員会や教員養成連携協議会の意向を踏まえ，地域教育委員会と連携協力する研修や研究を創出する
大学の取り組みの中で，連合教職大学院として取り組む。 

全体総括：峯 明秀， 全体コーディネータ：木原俊行，全体アドバイザー：坂本俊哉 

自治体別の活動 

ファシリテーター：
鈴木 真由子

大阪府 
リーダー：田中 滿公子

自治体別の活動 

ファシリテーター：
水野 治久 

大阪市 
リーダー：岡田 和子

自治体別の活動 

堺市 
リーダー：餅木 哲郎

ファシリテーター：
木原 俊行 

研究会を通じた共同研究を企画・運営，本年度は，「ダイバシティ―教育に関わる教員研修」を
設定

【資料１】
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教員養成共同研究コミュニティ活動プラン

⼤阪教育⼤学 連携教育委員会

リーダー会議等

リーダー会議等

リーダー会議等

リーダー会議等

リーダー会議等

リーダー会議等

各教育委員会における研修と教職⼤学院の講義等の連動

各教育委員会における新たな研修の企画・運営，それに対する⼤阪教育⼤学のメンバーの協⼒等

第６回研究会の開催（年間の研究活動の総括，次年度の計画策定等）

第５回研究会の開催（フォーラムの開催）

第４回研究会（フォーラムの打ち合わせ）

第２回研究会の開催（研究テーマに関する講義＜⼤阪教育⼤学・⾅井先⽣より＞）

第３回研究会の開催（研究テーマに関する教員研修の紹介＜各教育委員会より＞）

第１回研究会の開催（研究のおおまかな計画の確認，研究テーマの決定等）

【資料２】
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【資料3】
各教育委員会の令和4年度

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧

・大阪府　.......................  P.12

・大阪市　.......................  P.15

・堺市　..........................  P.17
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対象者 研修講座名
対応する育成

指標（主なもの）
研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

府立学校５
～９年めの
教諭

アドバンス
トセミナー

ミドルリーダー
発展期・深化期

子どもの自尊感
情を高め集団作
りなどを指導す
る力

現職研修の一環として、個々の
教諭の能力、適性等に応じて必
要な事項に関する研修を実施し、
指導力の向上等、教諭としての
資質向上を図る。

A:ともに学び、ともに育つ・ロジカルシンキング（１回・オン
デマンド）
B:組織づくり、メンタリング（３回・オンデマンド【理論】・所
属校での実践【実践】・集合【検証】）
C:組織づくり、チームビルディング（３回・オンデマンド【理
論】・所属校での実践【実践】・集合【検証】）
D:授業づくり（３回・オンデマンド【理論】・所属校での実践
【実践】・集合【検証】）

A:大阪府における支援教育の現状と課
題の認識を深め、共生社会に向けた支援
教育の推進について理解する。
D:児童生徒の実態や学習内容に応じて
指導方法や評価方法を創意工夫する。授
業の狙いの達成状況や幼児児童生徒の
学習状況を把握する。

幼・小中・
高・支初任・
新規採用者

初任者・新
規採用者研
修

初任期

新任教諭に対して、教育公務員
特例法第23条の規定に基づき、
現場研修の一環として、１年間の
研修を実施し、実践的指導力と
使命感を養うとともに、幅広い
知見を得させる。

小・中学校 １年次１９回 ２年次６回（授業づくり）
高等学校・支援学校 １年次２１回 ２～４年次４回（授業づ
くり、児童生徒理解）

いずれも オンデマンド・集合・所属校等・関係機関見学
・児童生徒理解
・児童生徒の健康
・セルフマネジメント
・授業づくり
・学校における危機管理
・人権尊重の教育、人権について考える
・ハラスメントの防止と対応
・学校と地域の協働
・支援教育の現状と課題
・授業づくり

幼・小中・
高・支10年
目教諭

10年経験
者研修

ミドルリーダー発
展期・深化期

教育公務員特例法第24条の規
定に基づき、現場研修の一環と
して、個々の教諭の能力、適性等
に応じて、必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、
教諭としての資質の向上を図る。

小・中学校 １０回
高等学校・支援学校 １４回

いずれも オンデマンド・集合・所属校等
・学校の危機管理と教員の服務規律
・防災教育
・授業づくり
・組織づくり（チームビルディング、メンタリング）
・いじめへの対応、カウンセリングと教育相談
・人権侵害事象の対応、人権教育の推進
・学校における危機管理
・人権尊重の教育、人権について考える

対象者 研修講座名
対応する育成

指標（主なもの）
研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

小中学校
教職員

小中学校人
権教育研修

ミドルリーダー
発展期

人権尊重の精神
子どもを理解し、
一人ひとりを指
導する力

A「同和教育」B「ジェンダー平等」C在日外国人
教育」D「子ども・障碍者の人権」に関する現状
と課題等の認識を深め、学校の果たす役割、解
決に向けた行動につなげるための人権学習の
在り方等を学び、具体的な取り組みを考える。

A:２回 リアルタイム、集合
講義・実践発表・演習

B:１回 オンデマンド
講義・実践発表

C:２回 集合
講義・実践発表・パネルトーク・協議・見学

D:１回 リアルタイム
実践発表・講義・講演・協議

C:外国にルーツのある子どもや保護
者に寄り添った多様な地域の活動に
学ぶ
コリアタウンの見学を通して、置かれ
た現実や歴史、文化、生活用につい
て学び、学校での取り組みにどう生
かすかを考える
D:講演を通して、様々な家庭環境に
ある子どもの現状及び子どもの人権
について学ぶ

府立学校
教員

府立学校人
権教育研修

ミドルリーダー
発展期・深化期

人権尊重の精神
子どもを理解し、
一人ひとりを指
導する力

A「同和教育」に関する現状と課題等の理解を
深めるとともに、校内研修や人権学習の在り方
等の認識を深め、人権が尊重された学校づくり
を考える。

B「子どもの人権」
「在日外国人教育」
「障がい者の人権」
「ジェンダー平等」
児童生徒の置かれている現状を理解し、その支
援のために学校が求めらる役割についての認
識を深め、具体的な取り組みを考える。

A:３回 リアルタイム、集合
講義・講演・実践発表・ワークショップ・研究協

議
B:１回 オンデマンド

講義・実践発表・講演

小中学校
新任常勤講
師

授業づくり
研修

初任期

人権尊重の精神
子どもたちを伸
ばすことができ
る授業力、教科の
指導力

教員としての意識を高めるとともに、学習指導
要領に基づいた児童生徒主体の授業づくり、人
権が尊重された授業づくりについて理解し、指
導力の向上を図る。

「大阪の授業STANDARD」に基づき、子ども
の人権が尊重された授業の在り方について学
ぶ。
１回 オンデマンド
講義・演習

就学前施設
教職員

幼児教育人
権研修

初任期・ミドル
リーダー発展期・
深化期・キャリア
成熟期

子どもを理解す
る力、配慮を必要
とする子どもに
対応する力、関係
機関等と連携で
きる力

人権が尊重された就学前教育推進のために必
要な人権諸課題について理解を深める。

・人権教育・保育の推進体制や地域・保護者・関
係機関等との連携の在り方について認識を深
める。

２回 オンデマンド、集合
講義・講演・実践発表・研究協議

実践発表・研究協議は以下の３分科会で開催
分科会１：障がい理解
分科会２：保幼こ小連携
分科会３：子育て支援

【大阪府】

初任者・中堅教員研修

初任者・中堅教員研修以外

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」
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対象者 研修講座名
対応する育成

指標（主なもの）
研修目的

研修概要（回数，形式，活動
等）

備考

府立学校校長・准校長 府立学校校長研修

キャリアの成熟期

経営的視点（課題設定・解決）
組織管理・運営
危機・安全管理

（人権教育に関して）府が推
進する人権教育の現状と課
題について認識を深めると
ともに、人権が尊重された学
校づくりについて意識を高
める。

２回
①共通：大阪府の教育課題・
重点施策、危機管理、人権教
育、インクルーシブ教育シス
テム
オンデマンド 講義
②選択：組織マネジメント、カ
リキュラム・マネジメント、経
営戦略、危機管理、様々な課
題を抱える子どもの実態等
オンデマンド（一部集合） 講
義

府立学校教頭 府立学校教頭研修

ミドルリーダー深化期

経営的視点（課題設定・解決）
組織管理・運営
危機・安全管理

（人権教育に関して）府が推
進する人権教育の現状と課
題について認識を深めると
ともに、人権が尊重された学
校づくりについて意識を高
める。

２回
①共通：大阪府の教育課題・
重点施策、危機管理、人権教
育、インクルーシブ教育シス
テム
オンデマンド 講義
②選択：服務規律・ハラスメ
ント防止・メンタルヘルス、マ
ネジメント・コミュニケーショ
ン、カリキュラム・マネジメン
ト、経営戦略、危機管理等
オンデマンド（一部集合） 講
義

小中学校
校長

小中学校長人権教育研修

キャリアの成熟期

経営的視点（課題設定・解決）
組織管理・運営

校長として必要な人権教育
の重点課題に関して理解す
るとともに、人権が尊重され
た学校経営の在り方につい
て認識を深め人権教育を柱
とした学校づくりについて考
える。

２回 オンデマンド 講義・実
践発表・講演
（Ｒ４は日本語指導の必要な
子どもたちの現状や学校が
果たす役割について、講義や
講演から学ぶ）

小中学校
新任校長

新任校長研修

キャリアの成熟期

経営的視点（課題設定・解決）
組織管理・運営
危機・安全管理

今日的な教育課題をふまえ、
学校経営全般にわたる新任
校長としての専門的資質の
向上を図る。

４回
①教職員の服務規律、メンタ
ルヘルス

オンデマンド 講義・演習
②危機管理（いじめ・体罰対
応）、教育コミュニティづくり

オンデマンド 講義・演習
③危機管理（生徒指導）、学
校組織マネジメント

集合 講義・研究協議
④危機管理（学校安全）、ハラ
スメント防止、「ともに学び、
ともに育つ」

オンデマンド 講義・演習

【大阪府】

管理職

その他

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

対象者 研修講座名
対応する育成指標（主
なもの）

研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

市町村教育委
員会指導主事

指導主事学習会
市町村教育委員会指導主事が具体
的な研修を実施できる実践的指導
力を身に付ける

全体会１回 集合 講演・協議
「校内研究支援基礎」「国語」「算数・数学」「外国語」「人権
教育」「支援教育」等テーマ別学習会を２～３回実施
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【大阪府】

管理職

主たるダイバーシティ教育に関わる教員研修（令和5年度計画） 
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

対象者 研修講座名
対応する育成指
標（主なもの）

研修目的 研修課題 研修概要 備考

府立学校校
長・准校長

府立学校長研
修（第２回）共
通コース

キャリアの成熟期

経営的視点（課題設
定・解決）
組織管理・運営
危機・安全管理

（人権教育に関して）府
が推進する人権教育の
現状と課題について認
識を深めるとともに、
人権が尊重された学校
づくりについて意識を
高める。

新しい時代に求められ
る教員の資質・能力の
育成について
―ダイバーシティ教育
の充実に向けて―(仮)

新しいの時代の教育を担う教員の育成
は急務である。校長・准校長として，求
められる資質・能力について理解を深
め，取り組むべき課題を認識し，自校の
教員の育成にいかす。とくに（人権教育
に関して）ダイバーシティ教育の充実に
着目する。（3時間・対面・講義及びワー
クショップ形式）

＊中間報告。現在担当の学校経営
研究室と調整中。1月中旬には確
定の予定。
＊府立学校教頭研修と同意開催。

府立学校教頭
府立学校教頭
研修（第２回）
共通コース

ミドルリーダー深化
期

経営的視点（課題設
定・解決）
組織管理・運営
危機・安全管理

（人権教育に関して）府
が推進する人権教育の
現状と課題について認
識を深めるとともに、
人権が尊重された学校
づくりについて意識を
高める。

新しい時代に求められ
る教員の資質・能力の
育成について
―ダイバーシティ教育
の充実に向けて―(仮)

新しいの時代の教育を担う教員の育成
は急務である。教頭として校長・准校長
を補佐し，求められる資質・能力につい
て理解を深め，取り組むべき課題を認
識し，自校の教員の育成にいかす。とく
に（人権教育に関して）ダイバーシティ
教育の充実に着目する。（3時間・対面・
講義及びワークショップ形式）

＊中間報告。現在担当の学校経営
研究室と調整中。2月中旬には確
定の予定。
＊府立学校校長研修と同意開催。
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【大阪市】

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

初任者・中堅教員研修

対象者 研修講座名

対応する
育成指標
（主なも
の）

研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

令和４年
度採用教
諭

新任教員研
修（１年目）５
【人権教育の
推進】

人権課題

本市校園における人
権教育の現状と課題
を知り、様々な人権問
題についての知識を
習得する。

４展開（令和５年１月17,19,24,26日）
ハイブリッド研修（オンデマンド＋集合）
事前課題
オンデマンド研修 自主教材「ちがいを豊かさに～多様性尊重・共生～」を視聴
教育センターでの集合研修
《講義》「人権教育の推進について」
《演習》「人権意識・人権感覚について」
〈講師〉教職員地域研修推進委員会 事務局担当

令和３年
度採用教
諭

新任教員研
修（２年目）６
【学級集団づ
くり】

PDCAサ
イクル

・多角的な観点に基
づいて多様な子ども
の状況を把握し、子ど
も一人ひとりを尊重
する態度を身に付け
る。

４展開（令和４年５月26,27日,６月２,３日）
ハイブリッド研修（オンデマンド＋集合）
事前課題
オンデマンド研修 自主教材「いじめ問題との関連・めざす学級集団」を視聴
教育センターでの集合研修
《講義》「子ども・集団の背景をみる」
《演習》「子どもとの対話を深めるために」
〈講師〉教育センター担当指導主事

令和３年
度採用教
諭

新任教員研
修（２年目）７
【地域におけ
る人権課題】

学び続け
る意欲

・地域における学習や
講義などを通して、人
権教育の推進につい
て知識を習得し、教員
としての豊かな人権
感覚を身に付ける。

８展開（令和４年８月17,18,22,23日）各日２展開ずつ実施
ハイブリッド研修（オンデマンド＋集合）
事前課題 オンデマンド研修 自主教材「同和教育とは」を精読
各地域の会場に集合による研修
【地域１】北区・都島区・福島区《講義・演習》「人権とは何か」～主体的・対話的で深い学びの手法（グ
ループワーク）～〈講師〉あおぞら財団 研究員 栗本 知子
【地域２】東成区・旭区・城東区・鶴見区《講義・演習》 ・「差別事件が問いかけるもの」、「地域における子
どもの居場所」～子ども会活動と子ども食堂～〈講師〉・生江障害者会館 光生園 館長 方 寿・社会福
祉法人リベルタ 本部職員 細田 哲弘
【地域３】淀川区・東淀川区《講義・演習》 ・「子どもの居場所づくり まちづくり」、「具体的な児童・生徒
との接し方」〈講師〉・ＮＰＯ法人 スイスイ・すていしょん 西岡 嘉裕・社会教育施設識字学級 モデル教
室 よみかき茶屋 コーディネーター 山北 守
【地域４】此花区・港区・西淀川区《講義・演習》 ・「地域の歴史、環境と人権学習を結ぶ」〈講師〉・あおぞ
ら財団 研究員 栗本 知子 《講義・演習》・「日本語教室と学習支援」〈講師〉・大阪市立西九条小学校
教諭 渡邊 勇
【地域５】中央区・西区・大正区・浪速区《講義・演習》・「沖縄と文化」～自立と共生～・「大正区にある沖
縄」（地域の歴史）・「沖縄について」（楽器演奏）〈講師〉・関西沖縄文庫 主宰 金城 馨・関西沖縄文庫
金城 宗和・関西沖縄文庫 諸見里 宗博
【地域６】住之江区・住吉区・西成区《講義・演習》・「釜ヶ崎のまちについて」（地域学習）・「くらしについ
て」〈講師〉・萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社 事務局長 ありむら 潜・萩之茶屋地域周辺まちづ
くり合同会社 まちナビ事業部担当 平 護 他２名
【地域７】天王寺区・生野区 《演習》コリアタウンフィールドワーク〈講師〉特定非営利活動法人 コリアＮ
ＧＯセンター代表理事 郭 辰 雄 他２名《講義》「すべての個性が尊重される学校づくりを」～未来を学
ぶ民族学級～〈講師〉大阪市立義務教育学校生野未来学園 指導教諭 岩本 典子
【地域８】阿倍野区・東住吉区・平野区《講義・演習》「人権教育の課題と皆さんに期待するもの」〈講師〉
大阪市東住吉矢田人権協会 理事長 岸本 里美

中堅教員
研修

中堅教員研
修２

人権教育
の推進

・「教育振興基本計
画」に基づき、人権尊
重の精神と態度を養
うとともに、心豊かな
人間の育成をめざし
た教育を深化・充実さ
せ、本市校園におけ
る教育の現状と課題
について認識し、教職
員としての豊かな人
権感覚を培い、人権
教育に関する知識を
習得する。

８月５日（金）～８月 26 日（金）
オンデマンド研修
自主教材「ちがいを豊かさに～多様性尊重・共生～」を視聴

中堅教員
研修

中堅教員研
修３

個に講じ
た支援

発達障がい等に関し
て、子ども理解に基
づいた指導・支援の
方法や子どもの課題
に即した機能的・協働
的な組織づくりにつ
いての知識を習得す
る。

９月21日（水）～10月12日（水）
オンデマンド研修
「発達障がいの理解と教育的支援（大阪大谷大学 小田 浩伸 教授）」を視聴
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【大阪市】

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

初任者・中堅教員研修以外

対象者 研修講座名
対応する育成
指標（主なも
の）

研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

全教員
コンプライアン
ス・人権教育研
修

人権教育の推
進

・様々な人権課題について理解を深め、人権を
大切にした学校園づくりに必要な見識を深め
る。

７月２１日（木）～令和５年１月３１日（火）
オンデマンド研修
自主教材「ちがいを豊かさに～多様性尊重・共生～」を視聴

希望者
人権教育集中講
座

人権教育の推
進

・各校園の人権課題を把握し、課題解決に向け
た企画・推進の中心的な役割を果たすための
指導力を習得するとともに、実践的な人権教育
の意識とスキルを習得する。

８月９日（火）
教育センターでの集合研修
《講義》「一人ひとりの人権意識が学校・学級の場を創る～学校・学級です
ぐ活用できる実践プランの体験～」、「実践プランを児童・生徒の実生活に
つなげるために～どのようなファシリテーションでプログラムを進めるか
～」
《演習）「子どもや学校の課題に気づく～模擬授業や実践プランを体験す
る～ 」
〈講師〉ＮＰＯ法人 えんぱわめんと堺 代表理事 北野 真由美

希望者
日本語指導が必
要な子どもの教
育研修１

人権教育の推
進

・帰国・来日等の児童・生徒のよりよい支援のあ
り方について考え、日本語を母語としない子ど
もたちへの教育や在籍学級での教育を充実さ
せるための指導力を身に付ける。

８月８日（月）
教育センターでの集合研修
《講義》「来日した経験を持つ当事者の思いを聞く」
《講師》大阪市外国語指導者 関 アンジェリン、（株）エイチ・アイ・エス
チッタマクン スペンサー
《演習》「そうだったんだ」～日本語教室で出会った子どもたち～

希望者
日本語指導が必
要な子どもの教
育研修２

人権教育の推
進

・帰国・来日等の児童・生徒のよりよい支援のあ
り方について考え、日本語を母語としない子ど
もたちへの教育や在籍学級での教育をより一
層深化・充実させるための指導力を身に付ける。

８月１０日（水）
教育センターでの集合研修
《演習》演習「子どもと子どもをつなぐために～仲間づくり～」
《講義》「日本語指導が必要な児童生徒への支援の在り方を考える」～子
どもたちの明るい未来のために～
《講師》豊橋市教育委員会 外国人児童生徒教育支援員 築樋 博子

人権教育主担
者

人権教育主担者
研修

人権教育の推
進

・本市の人権教育の現状と課題について理解
を深め、人権教育主担者として人権教育を推進
するための必要な見識を身に付ける。

４月２８日(木）～５月１９日(木）
オンデマンド研修
自主教材「人権教育を進めるにあたって」を視聴

外国人教育主
担者

外国人教育主担
者研修

人権教育の推
進

・本市の外国人教育の現状と課題について理
解を深め、外国人教育主担者として外国人教
育を推進するための必要な見識を身に付ける。

４月２８日(木）～５月１９日(木）
オンデマンド研修
自主教材「外国人教育をすすめるにあたって」を視聴

「エビデンス
ベースの学校
改革」モデル
校フォロー
アップ校での
受講希望者

「エビデンス
ベースの学校改
革」研修

人権教育の推
進
個性の伸長

学校教育現場が抱える諸課題を解決可能な学
校組織の構築をけん引できる力を身に付ける。

教職大学院「エビデンスベースの学校改革」の受講
・５月14日（土）
・５月21日（土）
・８月19日（金）
・９月24日（土）
・11月16日（水）
・令和５年１月28日（土）

希望者
「エビデンス
ベースの学校改
革」プレ研修

人権教育の推
進
個性の伸長

効果が実証された根拠のある （エビデンス
ベースドな） 基礎学力向上のための指導方法、
問題行動予防のための方法、一人ひとりの子
どもが本当に伸びているのかデータによって
客観的に把握し、データを活用して学校全体で
指導改善を行うための方法等を紹介する。

・令和４年10月14日（金）
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科 庭山 和貴 准教授による講

義
「エビデンスに基づく教育実践の紹介」など

・令和４年11月16日（水）
大阪市立北巽小学校における実践報告に参加

・令和５年２月18日（土）
大学連携「海外派遣研修」事後研修に参加

対象者 研修講座名
対応する育成指
標（主なもの）

研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

新任副校長
新任教頭

新任副校長・教
頭研修１

職務遂行の管理
・管理職としての資質を高めるため、各校種の
教育推進上の諸課題について認識を深め、学
校の管理運営に関する知識を習得する。

５月３１日（火）～６月２１日（火）
オンデマンド研修
自主教材「人権教育の現状と課題」

管理職
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【堺市】

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

初任者・中堅教員研修

初任者・中堅教員研修以外

対象者 研修講座名
対応する育成指標

（主なもの）
研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

初任者
（小、中、支援学校）

教職員基本研修

教職員としての資
質

（人間性、人権感
覚）

人権教育の現状、人権教育
推進に必要なことについて
の理解を図る

回数：１回
形式：動画配信型
内容：○堺市における人権施策と人権教育

○学校園における人権教育の現状・課題
○人権教育推進のために

新規採用講師
他県からの異動

者

初任者
（小、中、支援学校）

人権教育研修
実践力（生徒指導）

子ども理解

人権教育の推進に向けて、
実践的指導力と使命感を養
うとともに、幅広い知見を
得る

回数：２回 ※同内容を２日程で実施
形式：参集型
内容：「人権教育ってなに？～人権教育を進めるために大切にするもの～」

○知的理解について
○人権感覚について
○人権教育で大切にしてほしいこと

初任者
（小、中、支援学校）

堺の人権教育

教職員としての資
質

（人間性、人権感
覚）

人権課題を把握するととも
に、人権教育の推進につい
て理解を図る

回数：６回 ※同内容を６日程で実施
形式：参集型（堺市立人権ふれあいセンター）
内容：○人権ふれあいセンターの展示物観覧

○ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺の職員による講話

6対象者 研修講座名
対応する育成指
標（主なもの）

研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

本市学校園に

勤務する教職員
人権教育研修

・教職員としての資
質
・実践力（子ども理
解）

「人権教育基本方針」及び「人権
教育推進プラン」等の意義を踏
まえ、さまざまな人権問題につ
いて認識を深めるとともに、人
権意識の高揚と実践力の向上を
図る

回数：２回
形式：動画配信型
内容：○第１回「見た目問題について」

・アルビノ・ドーナツの会 代表 藪本舞
・令和４年９月30日（金）～10月31日（月）配信

○第２回「子どもの人権について」
※講師等調整中

人権教育推進担
当者

人権教育推進
担当研修

・教職員としての資
質
・チームの一員とし
てのマネジメント力

人権教育推進担当者の職務につ
いて理解を深め、学校園におい
て人権教育を推進する

回数：１回
形式：参集型
内容：○各学校園での人権教育の具体的な推進に向けて

○令和４年度「人権教育年間計画ならびに実践報告書」の作成上の
留意点

日本語指導担当
者

日本語指導研修

・教職員としての資
質
・実践力（子ども理
解）

外国につながりのある子どもた
ちへの理解を深めるとともに、
日本語指導という観点かあら全
ての子どもたちにわかりやすい
指導力の向上を図る

回数：２回
形式：オンライン型（Microsoft Teams）
内容：○第１回「在籍学級での教科指導を通じた日本語指導」

・大阪教育大学大学院連合教職実績研究科 准教授 臼井智美
・令和４年７月28日（木）

○第２回「在籍学級での学びに必要な子どもの実態把握」
・大阪教育大学大学院連合教職実績研究科 准教授 臼井智美
・令和４年11月18日（金）
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【堺市】

ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和４年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

管理職

その他

対象者 研修講座名
対応する育成指標

（主なもの）
研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

対象者 研修講座名
対応する育成指標

（主なもの）
研修目的 研修概要（回数，形式，活動等） 備考

堺市内の就学
前教育・保育施
設で勤務する
保育教諭等

幼児教育研
修

・教員としての資質
（人間性、人権感覚）
・実践力（子ども理解）

外国にルーツを持つ子どもへの保育と集団づ
くりについて学ぶ

回数：1回
形式：オンライン
内容：「子どもの人権 ～外国にルーツを持つ子どもへ
の保育と集団作り～」

○常盤会短期大学 卜部真一郎
○講演、事例検討

子ども青少年局と
の共催研修

子どもの人権と、児童虐待について、気づく・
かかわる・つなげるをポイントに学ぶ

回数：1回
形式：オンライン
内容：「子どもの人権と虐待対応 ～気づく・かかわる・
つなげる～」

○武庫川女子大学 倉石哲也
○講演、チェックリストの紹介

堺市幼・小・中・
高等学校の教
職員（管理職も
含む）

（確認中）
・教職員としての資質
・実践力（子ども理解）

（確認中）

回数：1回
形式：オンライン
内容：「（確認中）」

○大阪教育大学大学院連合教職実績研究科 准
教授 臼井智美

○令和５年１月１６日（月）

堺市幼・小・中・
高等学校の教
職員（管理職も
含む）

人権教育研
修

・教職員としての資質
・実践力（子ども理
解） ・マネジメント力
（学級・学校経営）

堺市の現状を踏まえ、人権・部落問題学習を民
主主義教育に位置付ける視点を学ぶ

回数：1回
形式：参集型
内容：「民主主義を進める教育と人権・部落問題学習〜
教材化の視点」

○大阪教育大学大学院連合教職実績研究科 特
任教授 餅木哲郎

○令和５年３月１日（水）
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各自治体発表資料

・大阪府  ..................  P.20

・大阪市  ..................  P.27

・堺市     ..................  P.37
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大阪府教育委員会の取組み

2022年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム
｢ダイバーシティ教育｣のための教員研修の充実に向けて

大阪府教育センター
企画室 河上 弘子

令和５年１月28日

１

本日の発表内容

１．大阪府教育委員会における「ダイバーシティ教育」

２．大阪府教育委員会における人権教育、ともに学び・ともに育つ教育

３．大阪府教員育成指標における「ダイバーシティ教育」を含む観点と

令和４年度大阪府教育センター研修

４．令和４年度の取組み（事例紹介）
～「ダイバーシティ教育」を切り口にした令和５年度研修計画～

５．今後の展望

２
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１．大阪府教育委員会における「ダイバーシティ教育」

〔教員養成共同研研究コミュティで着目する「ダイバーシティ教育」〕

児童生徒の言語的・文化的に多様な背景から
もたらされる課題に応ずるための教育

３

２．大阪府教育委員会における人権教育

 大阪府においては、「大阪府人権施策推進基本方針」(H13)に基づき、「大阪府人権教育推進計画」
を策定。(H17策定、H27改訂)

 大阪府教育庁では、人権についての正しい理解を図り、様々な人権問題の解決をめざした教育を人権
教育として総合的に推進するために、「人権教育基本方針」及び「人権教育推進 プラン」を策定。
(H11)

 その後、改訂(H30)された「人権教育推進プラン」では、人権教育推進のために具体的施策を進める
方向性を示しており、教職員研修について、次のように謳っている。

「学校における人権教育の推進に当たっては、指導者である教職員自身が人権及び人権問題に対する深い理解
と認識を持つことはもとより、日常の教育諸活動が、人権が尊重された教育として行われることが必要である。
また、教職員にはたゆまない自己研鑽が求められると同時に、子どもと接するときの教職員の日頃の姿勢が重要
であり、豊かな人権意識・人権感覚を持ってあらゆる教育活動を展開するとともに、人権学習の指導が円滑に
実施できるよう、教職員研修の充実を図る必要がある。
なお、研修の手法については、知識伝達型にとどまらず体験・参加型研修も取り入れるなど、研修成果が日常

の指導実践に直結するよう、工夫する必要がある。」

４
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２．大阪府教育委員会における人権教育

（ア）人権が尊重された教育に関する研修
ａ 子どもと接する基本的な姿勢
（a）子どもを、背景を含めて理解する姿勢
（b）子どもの思いに共感し、子どもの立場に立って考える姿勢
（c）子どもの自立を支援する姿勢
（d）集団づくりを支援する姿勢
ｂ 保護者・地域社会の人々、関係機関と連携する姿勢
ｃ 組織として対応する

（イ）人権及び人権問題を理解する教育に関する研修
ａ 教職員の人権意識・人権感覚を醸成する研修
ｂ 子どもの人権意識・人権感覚を醸成する教育を推進するための研修

（ウ）教育を受ける権利の保障に関する研修
ａ 就学、学力、進路の保障に関する研修
ｂ 子どもへの様々な支援に関する研修

「人権教育推進プラン」(H30)より抜粋 ５

２．大阪府教育委員会における
ともに学び・ともに育つ教育

 大阪府には、障がいのある子どもをはじめ、外国にルーツのある子どもや、様々な立場にある子ど
もたちが暮らしています。すべての子どもたちの自尊感情や自己有用感を育み、未来への展望を
持って生きていくためには、互いのちがいを認め合い、地域社会の中で関わりながらともに生きて
いく態度を育むことが大切です。

 これまで大阪では、このような「多様性」と「地域性」を大切にした教育を進めてきました。 障が
いのある子どもの教育においても、生活を通して仲間とつながり、支え合い、高め合うことをめざ
す「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、将来、自らの選択に基づき地域社会と関わりなが
ら、ともに自立した生活を送ることができるよう、子どもたちの可能性を最大限に伸ばすことを大
切に進めてきました。 （略）

 このように、大阪がこれまでに大切に培ってきた「ともに学び、ともに育つ」教育は、障がいのあ
る子どもと周りの子どもたちが、集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認め合いながら、自尊
感情を高め、 互いを大切にする態度を育む取組みであるとともに、地域社会の一員として人や社会
とつながり、支え合 いながら、生き生きと活躍できる共生社会の実現をめざすものであり、その形
成の基礎となるものです。

「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさらなる充実のために」(H25)より
６
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 「大阪府教員等育成指標」は、「OSAKA教職スタンダード（共通の指標）」、「OSAKA教職スタンダード
（職に応じた指標）」、「スクールリーダースタンダード」の３つから成り、そのうち「OSAKA教職スタン
ダード（共通の指標）」は、学校種を越えた共通のものであり、全ての教員等に求められる資質・能力をキャ
リアパス（経験や職責）に応じて整理したものである。

 「スクールリーダースタンダード」は、スクールリーダーとしての役割に応じて設定した指標であり、教員組
織のミドルリーダーから、校長・准校長に至るまでに必要とされる６つの資質・能力を、「リーダー養成期」
としての「第１期」、「首席・指導教諭」としての「第２期」、「教頭」としての「第３期」、「校長・准校
長」としての「第４期」の４段階のキャリアステージに分けて整理している。

３．大阪府教員育成指標における
「ダイバーシティ教育」を含む観点

１経営的視点 （課題設定・解決） ２ 組織管理・運営 ３ ⼈事管理・⼈材育成 ４ 危機・安全管理 ５ 渉外 ６ 学校事務・財務

第
４
期

校
長
・
准
校
長

○中・⻑期的な学校経営ビジョンを
策定し、教職員に示すことができる。
○学校内外の状況や課題を適切に把
握し、対応策を講じることができる。
○課題解決に向けて、教育の情報化
を進めるとともに、教員に対し必要
な指導・助⾔を⾏い、ビジョンを実
現できる。

○学校目標達成のために、多
様な人材を活用し、協働的な
組織運営を進めることができ
る。
○授業改善のための体制を構
築し、目標達成のために具体
的な取組みを進めることがで
きる。
○人権の尊重や子どもの指
導・支援について、問題事象
の未然防止も含め、計画的に
⾏うための組織づくりができ
る。

○教職員の育成ステージに
応じ、指導・助言するなど
人材育成を⾏うことができ
る。
○教職員の模範となるとと
もに、教職員の資質・能⼒
の向上のために指導・助言
ができる。
○ICTの積極的な導入による
業務効率化や外部⼈材の活
用など、学校における働き
方改革の取組みを推進する
ことができる。

○子どもの安全・安心、学校
の危機管理について、学校体
制を整備するとともに、家
庭・地域・関係諸機関との協
⼒体制を構築できる。
○管理体制が⼗分であるか常
に状況の把握・⾒直しを⾏う
とともに、緊急時に適切に対
応⽅針を⽰すことができる。
○教育情報セキュリティポリ
シーを策定し、適切に運用す
るとともに、教職員に遵守さ
せることができる。

○学校の課題を解決する
ために広く学校内外にお
いてネットワークを構築
することができる。
○学校内外の関係者の相
互作用を活用し、学校⼒
を⾼めることができる。
○学校内外に対して説明
責任を果たし、適切に情
報を発信することができ
る。

○学校に係る事務及び対
外的な事務が、遅延なく
適切に処理されているこ
とを常に点検し、適正な
状態を保持できる。
○必要な予算の確保、執
⾏を計画的かつ適正に行
うことができる。

「スクールリーダースタンダード」より抜粋７

３．大阪府教員育成指標における
「ダイバーシティ教育」を含む観点

OSAKA教職スタンダード「５つの領域と項目」

領域 項目

Ⅰ教育への情熱と教員に
求められる基礎的素養

１ 人権尊重の精神

子どもの気持ちや願い、背景を理解し、人権
尊重の精神に基づいて指導できる力

２ 危機管理能力

安全で安心な学習環境を整備するために必
要な知識に基づき、危機管理できる力

３ 学び続ける力

子どもへの愛情と教育への情熱を持ち、
専門性や指導力を高めることができる力

Ⅱ 社会人としての
基礎的素養

４ 課題解決能力

様々な情報の中から課題を明確にして、解決に
導くための方針を策定し、実行できる力

５ 法令遵守の態度

社会人としての一般常識を身に付けるとと
もに、教育公務員として法令を遵守し、モ
ラルを向上させることができる力

６ 事務能力

教育活動における様々な事務処理を正確
かつ適切に行うことができる力

Ⅲ 学校組織の一員とし
ての行動力や企画力、
調整力

７ 協働して取り組むことができる力

教育活動は組織活動であることを理解し、組
織が最大限の力を発揮できるような個人の動
き方を理解し実践できる力

８ ネットワークを構築する力

課題解決に向けて、専門家や学校外の関係
者と適切に情報共有等ができる調整力

９ マネジメントする力

学校教育目標の実現に向けて、学校全体
で取り組むようマネジメントするととも
に、人材を育成できる力

Ⅳ 子どもたちを伸ばす
ことができる授業力、
教科の指導力

10 授業を構想する力

学習内容のねらいを明確にし、子どもの実態
に即して創意工夫した学習指導案等を作成で
きる力

11 授業を展開する力

子どもの発達の段階や認知特性、習熟度に
応じて、子どもの力を伸ばせる授業を展開
できる力

12 授業を評価する力

評価の観点を理解し、授業評価シートや
授業改善シート等を活用して授業を評価
し、改善できる力

Ⅴ 子どもの自尊感情を
高め、集団づくり
などを指導する力

13 子どもを理解し、一人ひとりを指導する力

子どもや保護者の思いや背景、支援のニーズ
を把握した上で、適切なかかわりや助言を行
うことができる力

14 子どもの集団づくりを指導できる力

多様な子どもの状況を理解した上で、子ど
もが主体的に行動するよう指導できる力

15 子どもを集団づくりの中でエンパワー
できる指導力
子どもが学校の中で居場所や活躍する場
面をつくり相互に認め合える集団を育成
できる力

８
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３．令和４年度「ダイバーシティ教育」に関わる
大阪府教育センター研修（一部抜粋）

 別紙参照
対象 研修名 育成指標の観点 研修概要

【小中学校・府立学校】
教職員（初任者） 初任者研修 1・11・13・14・15

「児童生徒理解」「授業づくり」「人権尊重の教育、人権について考え
る」「支援教育の現状と課題」ほか

【小中学校・府立学校】
教職員（ミドルリーダー） １０年経験者研修 1・11・13・14・15

「授業づくり」「人権侵害事象の対応、人権教育の推進」「人権尊重の
教育、人権について考える」ほか

【府立学校】
教職員（5～9年め） アドバンストセミナー 1・11・13・14・15

「ともに学び、ともに育つ」「授業づくり」ほか

【小中学校】
教職員 小中学校人権教育研修 1・11・13・14・15

「同和教育」「ジェンダー平等」「在日外国人教育」「子ども・障がい
者の人権」
（現状と課題等の認識、学校の果たす役割、解決に向けた行動につなげ
るための人権学習の在り方、具体的な取組みを考える）

【府立学校】
教職員 府立学校人権教育研修 1・11・13・14・15

「同和教育」「子どもの人権」「在日外国人教育」「障がい者の人権」
「ジェンダー平等」
（児童生徒の置かれている現状や課題の理解、人権が尊重された学校づ
くり、学校が果たす役割、具体的な取組みを考える）

【府立学校】
管理職 府立学校長研修 1・2・3・4・5・6

共通：「大阪府の教育課題・重点施策」「人権教育」「インクルーシブ
教育システム」
選択：「カリキュラム・マネジメント」「様々な課題を抱える子どもの
実態等」ほか

【小中学校】
管理職

小中学校長人権教育研修 1・2・3・4・5・6
日本語指導の必要な子どもたちの現状や学校が果たす役割について、講
義や講演から学ぶ

９

４．令和４年度の取組み（事例紹介「府立学校長研修」）
「ダイバーシティ教育」を切り口にした令和５年度研修計画

研修のねらい：（人権教育に関して）府が推進する人権教育の現状と課題について認識を
深めるとともに、人権が尊重された学校づくりについて意識を高める。

共通
大阪府の教育課題・重点施策、危機管理、人権教
育、インクルーシブ教育システム

選択

学校財務、学校経営改善の実際、教職員のメンタ
ルヘルス

組織マネジメントと人材育成

支援学校におけるカリキュラム・マネジメント
高等学校におけるカリキュラム・マネジメント

働き方改革を実現する経営戦略

学校における危機管理

児童相談所と教育との連携

様々な課題を抱える子どもの実態、学校保健療育
課題におけるチーム援助体制

共通
大阪府の教育課題・重点施策、危機管理、人権教
育、インクルーシブ教育システム

選択

学校財務、学校経営改善の実際、教職員のメンタ
ルヘルス

組織マネジメントと人材育成

支援学校におけるカリキュラム・マネジメント
高等学校におけるカリキュラム・マネジメント

働き方改革を実現する経営戦略

学校における危機管理

児童相談所と教育との連携

様々な課題を抱える子どもの実態、学校保健療育
課題におけるチーム援助体制

新しい時代に求められる教員の資質・能力の育成

Ｒ４ Ｒ５

１０
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〈事例紹介〉
令和５年度 府立学校長研修 選択コース案

研修課題：新しい時代に求められる教員の資質・能力の育成について

ー 日本に生きる多様な子どもたちのために ー

ね ら い：新しい時代の教育を担う教員の育成は急務である。校長・准校長（教頭）として、

求められる資質・能力について理解を深め、取り組むべき課題を認識し、自校の

教員の育成に生かす。

内 容 ：OECD Education2030プロジェクトなどを踏まえ、21世紀型の教育や教員に求めら

れる資質・能力について認識を深める講義とワークショップを行う。

とくに府立学校におけるダイバーシティ教育の充実に着目する。

１１

５．今後の展望

「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」

さまざまな取組みの推進は、学校の業務に必要な一切の事務を掌握し、処理（調整・
管理・執行）する権限と責任を持っている校長のリーダーシップがカギである！

➊校長が変われば教職員が変わる

❷教職員が変われば子どもへの指導支援が充実する

❸子どもが安全安心な学校生活のもとで自己実現に向かうことができる

管理職研修の充実 → 教職員の変容に期待

教職員研修の充実 → 指導支援が工夫改善

子どもの学びが充実
１２

25



大阪府の取組に対するコメント

研修全体を俯瞰して整理 → 「ダイバーシティ」を抽出

これまでの実績を踏まえたモデル研修の開発（R５実施）

【課題として】

研修の成果に対する検証方法（振り返りワークシート、インタ
ビュー、アンケート、追跡調査等）：何をどう把握するのか？

管理職（校長）の変容がどのように伝播するのか（展望①②）

①についてはサポートの方法も検討する必要

１３
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大阪市の教員研修による
教員の育成

2022年度 教員養成共同研究コミュニティ

大阪における教員育成指標に基づく教員養成・現職教育の展開
ダイバーシティ教育（一人ひとりの子どもを大切にする教育）のための教員の資質・能力の向上

~「教員が児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる教育課題の存在に気付き，
それらの課題解決ができる⼒を獲得するための（⾏政）研修」 ~

大阪市教育センター 次席指導主事 井上伸一
大阪市教育委員会教育政策企画 総括指導主事 家田志朗

１

学力の基礎としての人権教育 個別的課題の実践デザイン〜多⽂化共⽣〜より
(大阪市教育委員会2021.4) 

「多様性尊重・共⽣」
・「リスペクタンス」（Respect ＋ Distance）のもとに、理解できずとも、ちがったままで、相互に
尊重・尊敬し合い、ちがっているところにあまりに深く踏み込まず、『ちがいがもたらす適度な距離
感』を保ったまま、ちがうからこそ豊かになる思考・アイデア・方法を使って、問題をよりよく解決す
る力を育てる教育

「ダイバーシティ教育でめざす子どもの姿」
（小学校段階）
・たくさんの国や地域にルーツのある人と実際に接することを通して、多様であることのよさ、それが
故の共生の必要性をたくさん味わい、自分と異なるものを持った人たちと協働して課題を解決する経験
を通して、その価値を他の人にすすめようとする子ども
（中学校段階）
・与えらえた環境ではなく、多様な環境を敢えて求め、自ら入り込んで協働しようとするとともに、多
様な環境でこそ、これまでにない解決方法が見い出せたり、新しい価値を生み出すことできたりするこ
とを実感し、周囲にその世界を創りあげようとする生徒

大阪市Ⅰ. 大阪市のダイバーシティ教育について

https://casta-net.mext.go.jp/kyouzai/facet/index/10/103+105/8/101/12/194/4/62

２
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大阪市の学校が抱える課題

教諭の経験年数構成（R3年度）教諭の経験年数構成（R3年度）

小学校

採用後10年以内の教員の割合

小学校 54.3％

中学校 51.1％

児童生徒数及び特別支援学級在籍者率の推移児童生徒数及び特別支援学級在籍者率の推移
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6.00%

8.00%
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小学校

児童数 特別支援学級在籍率
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中学校

生徒数 特別支援学級在籍率

日本語指導の必要な児童生徒数の推移日本語指導の必要な児童生徒数の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

小学校 213 228 330 373 414 525 572 604 629

中学校 110 99 158 149 220 239 246 229 220

合計 323 327 488 522 634 764 818 833 849

中学校 H28 H29 H30 R1 R2

学級数 452 472 500 557 612

小学校 H28 H29 H30 R1 R2

学級数 1037 1167 1293 1425 1543

不登校の割合不登校の割合

0
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中学校

30.6%
23.7%

18.4%
15.9%

1.2%
4.9%
4.6%

0.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
1〜5年目

11〜15年目
21〜25年目
30〜35年目

28.3%
22.8%

23.5%
5.4%

6.4%
4.0%

5.8%
3.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
1〜5年目

11〜15年目

21〜25年目

30〜35年目

2.83 3.01 3.25 3.65 3.94 4.09 5.00

4.55 4.93 5.14 5.28 6.11 6.48
7.59

2.0

7.0

12.0

H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R2 R3

中学校

0.43 0.48 0.54
0.70 0.83

1.00
1.30

0.54 0.66 0.72
0.89 0.90

1.19
1.47

0.4

0.9

1.4

1.9

H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R2 R3

小学校

３

■重点課題⑥に対応する大阪市の研修
・障がいのある児童生徒 → 特別支援研修
・外国につながる児童生徒 → 日本語指導が必要な子どもの教育研修
・不登校 → 自尊感情を育む仲間づくり（ピア・サポート）研修
・経済的に困難な家庭の児童生徒 → ヤングケアラーに関する研修
・特定分野に特異な才能のある児童生徒
■個別の課題に対応するその他の大阪市の研修
・コンプライアンス・人権教育研修 → R3:セクシャルマイノリティ、R4：多文化共生
■課題に対して包括的な対応をする大阪市の研修
・人権教育主担者研修
・外国人教育主担者研修
・「エビデンスベースの学校改革」研修
・海外派遣研修

「エビデンスベースの学校改革」研修について

大学院の講義を聴講（科目等履修生として登録）
モデル校、フォローアップ校を指定
大学教員が学校訪問
研修の受講生が講師となり、他校の学校改革のサポート

【重点課題⑥】障がいのある児童生徒、外国人児童生徒、不登校、経済的に困難な家庭の児童生徒、
特定分野に得意な才能のある児童生徒、多様な子どもへの理解と対応力

「大阪教育大学教員養成フラッグシップ大学構想」
ダイバーシティ大阪の諸課題に応え、学習者の学びに寄り添う教師の育成
－協働・省察を促し、教育DXの推進による先導的・革新的教員養成カリキュラム－ 令和4年4月25日 より

４
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ダイバーシティ教育に関わる教員研修一覧（令和4年度計画及び実施）
＊ダイバーシティ教育＝「児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされる課題に応ずるための教育」

対象者 研修講座名 対応する育成指標
（主なもの） 研修目的

全教員 コンプライアンス・人権教育研修 人権教育の推進 ・様々な人権課題について理解を深め、人権を大切にした学校園づくりに必要な見識を深める。

希望者 人権教育集中講座 人権教育の推進 ・各校園の人権課題を把握し、課題解決に向けた企画・推進の中心的な役割を果たすための指導力
を習得するとともに、実践的な人権教育の意識とスキルを習得する。

希望者 日本語指導が必要な子どもの教育研修１ 人権教育の推進 ・帰国・来日等の児童・生徒のよりよい支援のあり方について考え、日本語を⺟語としない子ども
たちへの教育や在籍学級での教育を充実させるための指導力を身に付ける。

希望者 日本語指導が必要な子どもの教育研修２ 人権教育の推進 ・帰国・来日等の児童・生徒のよりよい支援のあり方について考え、日本語を⺟語としない子ども
たちへの教育や在籍学級での教育をより一層深化・充実させるための指導力を身に付ける。

人権教育主担者 人権教育主担者研修 人権教育の推進 ・本市の人権教育の現状と課題について理解を深め、人権教育主担者として人権教育を推進するた
めの必要な見識を身に付ける。

外国人教育主担者 外国人教育主担者研修 人権教育の推進 ・本市の外国人教育の現状と課題について理解を深め、外国人教育主担者として外国人教育を推進
するための必要な見識を身に付ける。

「エビデンスベースの学校改
革」モデル校フォローアップ
校での受講希望者

「エビデンスベースの学校改革」研修 人権教育の推進
個性の伸⻑ 学校教育現場が抱える諸課題を解決可能な学校組織の構築をけん引できる力を身に付ける。

希望者 「エビデンスベースの学校改革」
プレ研修

人権教育の推進
個性の伸⻑

効果が実証された根拠のある （エビデンスベースドな） 基礎学力向上のための指導方法、問題行動
予防のための方法、一人ひとりの子どもが本当に伸びているのかデータによって客観的に把握し、
データを活用して学校全体で指導改善を行うための方法等を紹介する。

研修資料より

５

大阪教育大学との連携事業として大学院の授業に大阪市教員も参加し、
学びの高度化を図る

（大阪市教員養成協働研究講座の一つとして実施）

講義目標
現在の学校教育現場が抱える学力格差、いじめ・不登校・問題行動、その他様々な課題を解決可能な学校組織の
構築を牽引できる力を身に付ける（大阪教育大学連合教職大学院 シラバスより抜粋）
講義内容
・エビデンスに基づく教育実践（行動面・学習面）
・学校改革のためのデータ収集・分析方法
・学校改革のモデルケースの検討 等

大学院で学んだことを実際の学校現場で各学校
に合った方法で実践するところが特徴

→自校の教育課題をもとにエビデンスベースで
課題を解決する

Ⅱ. エビデンスベースの学校改革

大阪市からの参加者
「エビデンスベースの学校改革」
モデル校・フォローアップ校の管理職・教員
H30から5年間で、のべ117名が参加

６
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エビデンスベースの学校改革を大阪市で推進するために

エビデンスベースの学校改革

モデル校 フォローアップ校

エビデンスベースの学校改革

モデル校 フォローアップ校

エビデンスベースの学校改革
プレ研修

プレ研修でモデル校を希望した学校

自校の取組を研修で報告する

学びの循環を行いながら
エビデンスベースの学校改革を推進

さらに広げるためのプレ研修
エビデンスベースの学校改革に興味のある教員を対象とした
ダイジェスト版としてPBS※（ポジティブ行動支援）を中心に研修を実施（大阪市独自の研修として実施）

※PBS（Positive  Behavior  Support） ７

「ダイバーシティ教育」と「エビデンスベースの学校改革」の関係性について

「ダイバーシティ教育」と「エビデンスベースの学校改革」の共通点

多様な子どもたちがいる中で、それぞれの子どもにあった指導・支援が本当に
できているかについて、データも活用しながら教員が振り返り、必要に応じて
一人ひとりに対する指導・支援を改善していく点

多様な子どもたちに対して、必要な支援を見極め、学力の向上や社会性の獲得を
保障するという意味での平等を実現すること（≠平等に支援すること）

平等
Equality

公正
Equity

８

30



研修風景

９

モデル校の取組事例

ポジティブ行動マトリクスの作成

多様な子ども・教職員集団の中で、皆が共
通して 大切にしていきたい「価値」とは何
かについて学校全体で話し合い、具体的な
行動の例を考える

望ましい行動をしたときのフィードバック

学校全体で共通理解した「価値」について、
それに繋がるような行動が見られた際に、
積極的に認めていく学校風土をつくる
（どのような背景をもつ子どもにとってもわかりやすい）

子どもの実態把握

算数チャレンジや子どもの強さと困難さ
アンケートを行い、児童の学力や困難性
に関するデータを把握しながら、子ども
への支援に活かす

多様な子どもたちに寄り添った指導をめざす
「ダイバーシティ教育」の推進につながる

１０
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モデル校への聞き取り調査の実施

実施日時 令和４年９月２日（金） １６：００～１７：００
聞き取り対象 モデル校 ２校２名
聞き取り者 コミュニティ（大阪市チーム）参加者
質問項目 ・多様なニーズのある子どもたちへの支援の変化

・教員の変化
・取組を進めていく中での学校の変化や効果
・今後の目標 など

１１

モデル校への聞き取り調査から

〇マトリクスにより、徐々に朝の挨拶をする児童が増加した
〇シールや表彰状などのアイテムにより、子どもたちのモチベーションが
上がり、望ましい行動が持続するようになった

子どもたちの変化

教員の変化

〇指導方法の変化→できていないことを指摘する指導から
できたことを認める指導へ

〇一人一人の状況に応じた指導ができるようになった
〇学校全体の指導の方向性が一致していることで、担任の先生
だけでなく、子どもたちは様々な先生から認められる機会が増えた

１２

32



モデル校の実践の様子

１３

モデル校への聞き取り調査から

〇様々な取組を進めていく中で、取組に協力的に参加する教員の増加
〇異動があっても、新しく赴任した教員に取組の研修を行うことで継続し
て取組を進めることができている
〇「推進委員会」を組織し、学校全体で進めることができるようになった
〇教員間の連携がよくなった

取組を行っていくことによる学校組織全体の変化

様々な背景をもつ子どもに対して、学校全体で関わるための体制
を構築することができた

１４
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教員育成指標より 自己評価
「教員としての資質の向上に関する指標」に関して、大阪市が作成している「教員
キャリアアップシート」から見えてくること

A

基
本
的
資
質

法
令
遵
守

使
命
・

法
令

1

・教育公務員の使命と責任を理解し、法令等を遵守

し、誠実かつ公正な態度で効率的に職務を遂行する

ことができる。

2

マ
ナ
ー

・

一
般
常
識

2

・教育公務員として必要なマナー、適切な服装、言

葉遣い等、誠実な態度で職務を遂行することができ

る。

2

人
権
尊
重

人
権
課
題

3
・子ども一人ひとりの気持ちや願い、背景を理解し

て適切に指導することができる。
2

人
権
教
育

の
推
進

4

・子ども一人ひとりを尊重するとともに、いじめや

暴力行為のない豊かな人間関係を形成する集団づく

りができる。

2

6

・指導力を高めるために、自己の教育実践を積極的

に公開し、他者からのアドバイスを活用することが

できる。

2

自
己
研
鑽

学
び

続
け
る

意
欲

5

・研修や各種の研究会等に関する情報を収集して、

自己の課題にあった研修、研究会等に積極的に参加

し、自己の教師力を高めることができる。

2

省
察
す
る

姿
勢

指標 ステージ 自己評価 文章記述

自己評価 ５：十分できている ４：できている ３：概ねできている
２：努力を要する １：かなりの努力を要する １５

教員 ステージ１
（初任期）５名

ステージ２
（若手教員期）5名

ステージ３
（中堅教員期）5名

ステージ４
（ベテラン教員期）10名

全体平均
25名

人権課題 3.0 3.2 3.0 3.44 3.21
人権教育
の推進 2.4 3.2 3.2 3.5 3.16

管理職 教頭 2名 校⻑ 2名
人権教育推進計画 3.0 3.5
人権教育の推進 4.0 3.5

人権に関する項目の自己評価(教員としての資質の向上に関する指標)

R4年度の現状としては5段階評価で3以上であった。

１６
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教員としての資質の向上に関する指標 項目
教員 人権課題 人権教育の推進

ステージ1
子ども一人ひとりの気持ちや願い、背景
を理解して適切に指導することができる。

子ども一人ひとりを尊重するとともに、いじめ
や暴力行為のない豊かな人間関係を形成する集
団づくりができる。

ステージ２
子ども一人ひとりの気持ちや願い、背景
を理解して適切に指導することができる。

子ども一人ひとりを尊重するとともに、いじめ
や暴力行為のない豊かな人間関係を形成する集
団づくりができる。

ステージ３
鋭敏な人権感覚で学校の課題を把握し、
解決に向けて積極的に教育活動を提案す
ることができる。

子ども一人ひとりを尊重するとともに、いじめ
や暴力行為のない人権尊重の教育を推進するた
めに、学校全体で連携してよりよい集団づくり
ができる。

ステージ４
人権に関する豊富な知識や情報を持ち、
学校組織として人権尊重の教育を中心と
なって実践することができる。

子ども一人ひとりを尊重するとともに、思いや
る心を育成する学校づくりの実現に向けて、地
域や関係機関と連携した校内研修を企画・実践
することができる。

中堅教員にとって、「エビデンスベースの学校改革」研修は、
ステージ4にステップアップするために大変有効な研修である。

１７

（成果と課題）

【成果】

• 参加教員がデータを用いながら各学校や子どもにあった支援ができている
かを振り返り、支援の成果を確認したり、支援を改善したりすることができた。

• 単に研修により学ぶだけでなく、学校で実践までつなげられるよう様々なサ
ポートを受けることにより、確実な実施を行うことができる

【課題】

• さまざまなステージの教員を本研修の対象としており、教職経験の違いによ
り学びの深さに差が生じることがある

• 学校全体の推進役として、ミドルリーダーの育成の重要性

Ⅲ. 取り組みのまとめ

１８
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今後の展望について

•大学院との協働による本研修は、学校の実践にダイレクトにつながる
大変有効な研修である→今後も連携を継続して進める
• ミドルリーダーの育成を進めることで取組をより充実させる

中堅教員研修をこれまで以上に内容を充実させるために、大学の
協力を得ながら研修を高度化させる必要がある

１９

教員が児童生徒の言語的・文化的に多様な背景からもたらされ
る教育課題の存在に気付き，

それらの課題解決ができる力を獲得するための（行政）研修

①児童生徒の言語的・文化的に多様な背景から
もたらされる教育課題

②その教育課題に教員が「気付く」

③それらの課題解決ができる力

④課題解決ができる力を獲得するための（行政）研修

不登校 日本語
指導

文化的距離や
SES（社会経
済的地位）

特別な
ニーズ

概念

広義のアセスメント
集団

個別

研修（知識）

エビデンス・
行動指標に
注目する必

要性

子どもの
学力支援

親和的学級集団
づくり

子どもの
個別支援

チーム学校，ポジティ
ブ行動支援やピアサ
ポートも一つの例

項目（測定尺
度）による評価

インタビュー
実感

測定指標の
開発，統計解
析，質的分析

２０
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堺市教員研修について
〜「ダイバーシティ教育」の視点から〜

令和５年１⽉２８⽇（⼟）
堺 市 教 育 委 員 会
教 育 セ ン タ ー

２０２２年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム

1

① 堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅
とそれに基づく堺市研修の全体像

２０２２年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム

② 教員研修の事例

③ 今後の展望

2
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① 堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅
とそれに基づく堺市研修の全体像

２０２２年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム

③ 今後の展望

② 教員研修の事例

3

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

出典「堺市基本計画2025」
4
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①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

【将来に希望が持てる⼦育て・教育】
〇多様性を尊重した教育の推進
⼦どもの豊かな情操や道徳⼼を培い、多様性を認める⼼や⾃⼰肯定
感・⾃⼰有⽤感や他者への思いやりなどを育み、社会の⼀員としての責
任を⾃覚し、豊かな⼈権感覚を持って⾏動する⼦どもの育成に向けて
取り組む。「誰⼀⼈取り残さない」という理念のもと個々の状況に応じて
いじめや不登校などに対応する。

【堺の特⾊ある歴史⽂化】

【⼈⽣100年時代の健康・福祉】
【⼈や企業を惹きつける都市魅⼒】

【強くしなやかな都市基盤】

5
出典「堺市基本計画2025」

それぞれの世界へはばたく“堺っ⼦”
■ ⾃分のよさを知り、⼈を認め、⼈とつながり協働する

■ ⾃らを律し、⾃ら学び続け、⾃らを表現する

■ ゆめの実現に向けて挑戦する

■ 堺を愛し、堺を誇りとする

■ 多様な価値観を認め、多様な⽂化を理解する

堺市のめざす教育像（めざす⼦ども像）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

出典「第３期 未来をつくる堺教育プラン（令和３年度〜令和７年度）」
6
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⼦どもの未来をつくる学校
■ 主体的・協働的な学びを通して「総合的な学⼒」を育む学校
■ 多様性を認め、⼀⼈ひとりの個性を尊重する学校

■ ⼦どもの発達段階に応じて⼀貫した教育を⾏う学校

■ 「チーム⼒」を発揮し、家庭・地域・関係機関とともに⼦どもを
育てる学校

■ いじめの未然防⽌・早期発⾒・早期対応に真摯に取り組み、
早期解決を図る学校

堺市のめざす教育像（めざす学校像）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

7
出典「第３期 未来をつくる堺教育プラン（令和３年度〜令和７年度）」

情熱・指導⼒・⼈間⼒を備えた教員
■ ⼦どもを愛し、ゆめと情熱をもち続ける⼈
■ ⼦どもに寄り添い、学び続け、確かな指導⼒をもつ⼈
■ 豊かな⼈権感覚をもち、信頼される⼈間⼒をもつ⼈

■ ⾼い危機管理意識をもち、⼦どもの⽣命や⼼⾝の安全・
安⼼を確保できる⼈

■ 「いじめは絶対に許さない」と毅然した態度を⽰し、⼦どもの
SOSに気付く感度の⾼い⼈

堺市のめざす教育像（めざす教員像）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

8
出典「第３期 未来をつくる堺教育プラン（令和３年度〜令和７年度）」40



①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

堺市教育委員会におけるダイバーシティ教育の考え⽅

誰⼀⼈取り残さない教育

9

対象者 講座名 育成指標の
主な観点 研修⽬的 研修概要

初任者
（⼩、中、⽀援）

教職員
基本研修

教員としての
資質(⼈間性、
⼈権感覚)

⼈権教育の現状、
⼈権教育推進に
必要なことについて
の理解を図る

・堺市における⼈権施策と⼈権教育
・学校園における⼈権教育の現状・
課題
・⼈権教育推進のために

新規採⽤者、
講師、

他県等からの
異動者

初任者
（⼩、中、⽀援）

⼈権教育
研修

実践⼒
(⽣徒指導/
⼦ども理解）

⼈権教育の推進に
向けて、実践的指
導⼒と使命感を養
うとともに、幅広い
知⾒を得る

テーマ 「⼈権教育ってなに︖〜⼈
権教育を進めるために⼤切
にするもの〜」

・知的理解について
・⼈権感覚について
・⼈権教育で⼤切にしてほしいこと

堺の⼈権
教育

教員としての
資質(⼈間性、
⼈権感覚)

⼈権課題を把握す
るとともに、⼈権教
育の推進について
理解を図る

・⼈権ふれあいセンターの展⽰物の
観覧
・ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺の職
員による講話

ダイバーシティ教育に関わる教員研修⼀覧（能⼒開発課主催）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

10
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対象者 講座名 育成指標の
主な観点 研修⽬的 研修概要

⽇本語指導
担当者

⽇本語
指導研修

・教員として
の資質(⼈
間性、⼈
権感覚）
・実践⼒(授
業づくり）

外国につながりのある⼦ども
たちへの理解を深めるととも
に、⽇本語指導という観点
から、全ての⼦どもたちにわ
かりやすい指導⼒の向上を
図る。

・第１回「在籍学級での教科指導
を通じた⽇本語指導」

・第２回「在籍学級での学びに必
要な⼦どもの実態把握」

⼤阪教育⼤学⼤学院
連合教職実践研究科

准教授 ⾅井智美

⼈権教育
推進担当者

⼈権教育
推進担当
研修

・教員として
の資質(⼈
間性、⼈
権感覚)
・チームの⼀
員としての
マネジメン
ト⼒

⼈権教育推進担当者の
職務について理解を深め、
学校園において⼈権教育
を推進する。

・各学校園での⼈権教育の具体
的な推進に向けて
・令和４年度「⼈権教育年間計
画ならびに実践報告書」の作成
上の留意点

ダイバーシティ教育に関わる教員研修⼀覧（⼈権教育課主催）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

11

対象者 講座名 育成指標の
主な観点 研修⽬的 研修概要

全教職員 ⼈権教育
研修

・教員として
の資質(⼈
間性、⼈
権感覚)
・チームの⼀
員としての
マネジメン
ト⼒

「⼈権教育推進⽅針」等
の意義を踏まえ、さまざまな
⼈権問題について認識を
深めるとともに、⼈権意識
の⾼揚と実践⼒の向上を
図る。

・第１回「⾒た⽬問題について」
アルビノ・ドーナツの会

代表 藪本 舞

・第２回「⼦どもの⼈権〜今度の
⼦ども⽀援を考える〜」

⼦ども⻘少年局⼦ども相談所
主幹 坂野 理恵

全教職員

テーマ別
教育課題
研修
「⽇本語
指導研修」

・教員として
の資質(⼈
間性、⼈
権感覚)
・実践⼒(授
業づくり）

外国につながりのある⼦ども
たちへの理解を深めるととも
に、⽇本語指導という観点
から、全ての⼦どもたちにわ
かりやすい指導⼒の向上を
図る。

テーマ「外国につながりのある⼦ども
を含む、すべての⼦どもたち
にわかりやすい授業づくり」

⼤阪教育⼤学⼤学院
連合教職実践研究科

准教授 ⾅井智美

ダイバーシティ教育に関わる教員研修⼀覧（能⼒開発課主催）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

12
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対象者 講座名 育成指標の
主な観点 研修⽬的 研修概要

堺市内の就学
前教育・保育
施設で勤務す
る保育教諭等

幼児教育
研修

・教員としての
資質(⼈間
性、⼈権感
覚)
・実践⼒（⽣
徒指導/⼦
ども理解）

外国にルーツを持つ
⼦どもへの保育と集
団づくりについて学
ぶ。

テーマ「⼦どもの⼈権〜外国にルーツ
を持つ⼦どもへの保育と集団
作り〜」

常盤会短期⼤学幼児教育科
教授 ⼘⽥真⼀郎

⼦どもの⼈権と、児
童虐待について、
気づく・かかわる・つ
なげるを学ぶ。

テーマ「⼦どもの⼈権と虐待対応〜
気づく・かかわる・つなげる〜」

武庫川⼥⼦⼤学⽂学部
教授 倉⽯哲也

ダイバーシティ教育に関わる教員研修⼀覧（能⼒開発課と⼦ども⻘少年局との共催）

①堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅とそれに基づく
教員研修の全体像

13

① 堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅
とそれに基づく堺市研修の全体像

２０２２年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム

② 教員研修の事例

③ 今後の展望

14
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②教員研修の事例

⽇本語指導研修（ ）

◇対 象 者 ⽇本語指導担当者

◇育成指標の 教員としての資質（⼈間性、⼈権感覚）
主な観点 実践⼒（⽣徒指導／⼦ども理解）

◇⽬ 的 外国につながりのある⼦どもたちへの理解を深めるとともに、
⽇本語指導という観点から、全ての⼦どもたちにわかりやす
い指導⼒の向上を図る。

◇内 容 第１回「在籍学級での教科指導を通じた⽇本語指導」
・教科指導型⽇本語指導（概論）
・どうしたら「わかる」授業になるか︖
・⽇本語⼒を育てる⽅法 など

第２回「在籍学級での学びに必要な⼦どもの実態把握」
・⼦どもの実態把握の観点
・外国にルーツのある⼦どもの教育における指導体制の
問題点 など

⼈権教育課

参加理由
管理職として自校の取組に活かすため

自身の授業力向上のため

日本語指導担当者であるため

日本語指導担当者の代理であるため

②教員研修の事例

（参加⼈数 76名）

第１回⽇本語指導研修( )に関するデータ⼈権教育課

16
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参加理由
管理職して自校の取り組みに活かすため

自身の指導力等向上のため

日本語指導担当者であるため

日本語指導担当者の代理であるため

②教員研修の事例

第２回⽇本語指導研修( )に関するデータ⼈権教育課

17

（参加⼈数 62名）

外国ルーツの⼦どもが多数在籍し，⽇本語指導の必要な⽣
徒がたくさんいる学校なので，職員全員が研修に参加するこ
とができたらいいと思いました。

学級での⽀援の例がとても分かりやすく参考になりました。具体
的に紹介していただいた例を校内でも先⽣⽅に伝えていきた
いと思います。

②教員研修の事例

第１、２回⽇本語指導研修( )に関するデータ⼈権教育課

18
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⽬からウロコの、⼤変納得できる内容でした｡ぜひ、実践していき
たいと感じました。
校内で共有できるともっといいですよね。

今⽇ご⽰唆いただいた指導は⽇本語指導が必要な児童だけで
なく，どの⼦にも有効な⼿⽴てになると感じました。ちょっとした
⾔葉の説明，イメージの共有，例⽰などを授業で⼊れていく
よう教員に伝えたいと思います。

②教員研修の事例

第１、２回⽇本語指導研修( )に関するデータ⼈権教育課

19

②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )

■現状
⽇本語指導担当教員に⽐べ、学級担任等すべての

教職員の⽇本語指導への理解が不⼗分であり、研修
の機会がない。

■研修企画の意図
受講対象を全教職員とすることで、⽇本語指導担

当者に限らず、校内に⽇本語指導への意識を⾼くも
ち、授業づくりにおける具体的な⼿⽴てを理解し、
実践する教員を増やしたい。

能⼒開発課

20
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②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修（ ）」

◇対 象 者 全教職員

◇育成指標の 教員としての資質（⼈間性、⼈権感覚）
主な観点 実践⼒（授業づくり）

◇⽬ 的 外国につながりのある⼦どもたちへの理解を深めるとともに、⽇本語
指導という観点から、全ての⼦どもたちにわかりやすい指導⼒の向上を
図る。

◇内 容 チェックイン
「外国につながりのある⼦どもへの授業での困り感は︖」
講義
・⽇本語⼒とは何か
・学習⾔語が獲得できていない事例、説明している⾔葉がわ
かっていない事例

・どの⾔葉を覚えたら（使えたら）いいのかを⼦どもに
わからせる⼿⽴て など

能⼒開発課

参加理由
管理職として自校の取組に活

かすため

自身の指導力等向上のため

日本語指導担当である

②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

22

（参加⼈数 43名）
47



外国につながりのある⼦どもへの授業での困り感は︖

話し合い活動で、
学級の児童とのや
りとりが難しい。

指⽰を理解させてあ
げられているか確認
できないこと

学習の時に、⾔葉の理解の問題なのか、内容
そのものの理解の問題なのか、わからないと
ころが困っている。

②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

【オンライン研修 チェックイン（チャットへの投稿）】

23

研修で学んだことを、明日からの実践に活かしたいですか？

強く思う

そう思う

あまり思わない

②教員研修の事例

思わない

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

24
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②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

研修を受けるまでは、教科(理科)の学習の中で、教科特有の
⾔葉出た時には、「こういうものだと思って覚えなさい」という感
覚で指導していました。⽣活⾔語と学習⾔語について話を聞く
中で、たくさんの気付きがあった。

⼦どもがどこで⽴ち⽌まってしまうかを、⼦どもと学ぶ前にしっかり
と考えることが⼤切だとを感じた。「もしかしたら、この⾔葉の正し
い意味が伝わっていないかもしれない。」という意識をもって授業
を進めていきたい。

⽇本語指導とは、外国につながりのある⼦どもだけでなく、すべ
ての⼦どもに対して必要であることがわかった。

25

児童の語彙の少なさを嘆いているだけでは何も始まらないし、
学⼒は⾼まらないということに納得した。
本校では、朝のモジュールの時間を国語的活動として位置づけ
て各学年取り組んでいるが、その時間をうまく使うことができれば、
学校全体として効果があるのではないかと思った。

②教員研修の事例

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

話し合い活動を活発にしたいと思っていたが、そのためにはどうい
う発⾔の仕⽅をさせたいか、どんな話型の習得が必要かを考え
ておく必要があると学んだ。そして、年間をとおして語彙⼒を増
やすために、「⾔葉の壁」のような取り組みをしていく必要性も
感じた。

26
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研修で学んだことを、他の教職員と共有しようと思いますか？

強く思う

そう思う

あまり思わない

②教員研修の事例

思わない

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

27

本日の研修での学びを、誰と共有したいですか？

全教職員
学級担任
学年教員
⽀援学級担任
管理職
研修主任
教務主任
主幹教諭
⽇本語指導担当
若⼿教員
学⼒向上担当

②教員研修の事例

アンケート⾃由
記述より抜粋

テーマ別教育課題研修「⽇本語指導研修」( )に関するデータ能⼒開発課

28
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②教員研修の事例

【成果】
・受講対象者を全教職員とした学びの場を設定した
ことで、教職員の「学びたい」を引き出すことが
できた。

・アンケート項⽬を⼯夫することで、受講者に、⾃
分⾃⾝の学びや気づきを他の教職員と共有するこ
とに意識を向けることができた。

【課題】
・年間を通して計画的に実施できなかったため、受
講者のその後の変容を把握したり、実践したこと
を共有したりする機会を設けられなかった。

29

① 堺市教育委員会のダイバーシティ教育の考え⽅
とそれに基づく堺市研修の全体像

２０２２年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム

② 教員研修の事例

③ 今後の展望
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③今後の展望

堺市のめざす教育像

■ 多様な価値観を認め、多様な⽂化を理解する⼦ども

■ 多様性を認め、⼀⼈ひとりの個性を尊重する学校

■ 豊かな⼈権感覚をもち、信頼される⼈間⼒をもつ教員

誰⼀⼈取り残さない教育

①現状・課題・ニーズ等の共有
により、研修と研修をつなぐ

②学びや気づきのアウトプット
により、教職員をつなぐ

能⼒
開発課

⼈権
教育課

30
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参考資料

・教員養成共同研究コミュニティメンバー

・西館案内図、参加者アンケート
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担当⾃治体 名前 研究者/実務家/コーディ
ネーター コース等 備考

佃 千春
⼭﨑 政範
⽷井川 孝之 実務家 教育実践⼒
柿 慶⼦ 実務家 援助ニーズ教育実践
⽥中 滿公⼦ 実務家 スクールリーダーシップ リーダー
南野 起⼀ 実務家 教育実践⼒
鈴⽊ 真由⼦ 研究者 教育実践⼒ ファシリテーター
平井 美幸 研究者 援助ニーズ教育実践
森⽥ 英嗣 研究者 スクールリーダーシップ
陸奥⽥ 維彦 実務家 スクールリーダーシップ
坂本 俊哉 実務家 総合教育系
河上 弘⼦
岡⽥ 和⼦ 実務家 援助ニーズ教育実践 リーダー
澤⽥ 和夫 実務家 教育実践⼒
⻑⾕川 和弘 実務家 スクールリーダーシップ
松永 尚⼦ 実務家 教育実践⼒
王 林鋒 研究者 教育実践⼒
⽥中 真秀 研究者 教育実践⼒
寺嶋 浩介 研究者 スクールリーダーシップ
庭⼭ 和貴 研究者 援助ニーズ教育実践
⽔野 治久 研究者 援助ニーズ教育実践 ファシリテーター
家⽥ 志朗
井上 伸⼀
四宮 武治
梅川 康治 実務家 援助ニーズ教育実践
岡 博昭 実務家 教育実践⼒
佐々⽊ 靖 実務家 スクールリーダーシップ
餅⽊ 哲郎 実務家 スクールリーダーシップ リーダー
家近 早苗 研究者 スクールリーダーシップ
⽥村 知⼦ 研究者 スクールリーダーシップ
⾅井 智美 研究者 教育実践⼒
⽊原 俊⾏ 研究者 スクールリーダーシップ ファシリテーター
辻 敦⼦
⼾ヶ崎 晋平

全体 ⽊原 俊⾏ 研究者 スクールリーダーシップ 全体コーディネータ
全体 坂本 俊哉 実務家 総合教育系 全体アドバイザー
全体 峯 明秀 研究者 教育実践⼒ 総括

⼤阪市

⼤阪市教育委員会
⼤阪市教育センター

教員養成共同研究コミュニティメンバー（⾃治体別，2022年度〜2024年度＜予定＞）

⼤阪府

コーディネーター
コーディネーター

⼤阪府教育センター

堺市

コーディネーター

堺市教育センター
堺市教育センター
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情報機器室

https://forms.gle/ZpCkQGvfjU9GuXJ76

ＥＶ 自販機

幼児教育
造形室

設
備
室

研
究
室

幼
児
教
育

調
査
室

研
究
室

休
養
室

講師控室 事務室

講義室Ｂ
研
究
室

　本日は，コミュニティ・フォーラムにご参加いただきありがとうございました。コミュニティ
の今後の運営のため，以下のＵＲＬまたはＱＲコードよりアンケートへアクセスいただき，
質問へのご回答をお願いいたします。
　ご回答いただきました情報につきましては，コミュニティ研究会及びコミュニティ・フォー
ラムの運営の改善にのみ利用いたします。目的以外での使用はいたしませんので，ご
理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

・ 大阪教育大学　天王寺キャンパス　西館案内図

・ 2022年度教員養成共同研究コミュニティ・フォーラム参加者アンケート

多目的
ルーム

教
科
資
料
室

講義室Ａ

西館入口

出入口 出入口

幼児教育
遊戯室

西館１Ｆ

ホワイエ　受付

西館ホール

フォーラム会場

ファシリテーター・

コーディネーター

ルーム

合築施設の建設工事期間中における天王寺キャンパス西館へのアクセスについて

令和４年１１月１日～令和５年１２月末（予定）

※臨時門は本学教職員及び

学生のみ通行可能です。

天王寺方面 ←　公道　→ 寺田町方面

臨時門

正門を入って正面にある

中央館を通り抜けて，

西館へお越しください。

中央館
合築施設

工事エリア

西館

正門
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