令和３年度 小・中学校等「学校訪問指導」実施要項
益田教育事務所

１ 目的
学習指導要領、しまね教育魅力化ビジョン、各市町教育委員会の教育方針を踏まえた教育課程、学習指導その
他学校教育に関する専門的事項の指導・助言等を行います。
２ 指導・助言をする内容
（１）学校運営の改善、評価等に関すること
（２）教育課程の編成・実施・評価、学習指導の工夫・改善・評価、教育研究の立案・実施・評価に関する
こと
（３）県教育委員会の指導方針等の周知に関すること
（４）学校における教育上の課題及び実態把握に関すること
（５）学校教育その他、教育問題にかかわる情報の交換に関すること
（６）その他、義務教育全般の充実・発展に関すること

※今年度の益田教育事務所の訪問指導では、指導助言のポイントとして次の視点を重視します。
（教師側の視点）
○本時のねらいが明確になっている
○本時のねらいにそった授業になっている
○本時の評価の場面や方法が適切である
したがって、上記について授業者の自評を求めたり、参観者に協議を促したりする場合があります。

３ 種類・内容・留意事項等

（１）法定研修、経験者研修に係る学校訪問指導
＜目的＞ ・教員に求められる基本的な資質能力について、キャリアステージに応じて指導を行うことによ
り、人材の育成に資する。

Ａ-1：初任者研修 【必須】
◇「令和３年度 初任者研修に係る『学校訪問指導』実施要項」（島根県教育センター）を参照してください。
＜対象＞
・初任者研修対象者（教諭等）
＜内容＞
「令和３年度 初任者研修に係る『学校訪問指導』実施要項」に従う
＜留意事項＞学校への訪問については、９月以降とする。
・他の訪問、各種研究会等と兼ねないものとします。
・事後の研究協議は原則全教職員の参加としますが、学校の実態により相談に応じます。
Ａ-2：中堅教諭等資質向上研修 【任意】
※研修を受ける年度を教職経験11～13年目のうちから対象者が選べます。
＜対象＞
・中堅教諭等資質向上研修該当者（教諭等）
＜内容＞
・研究授業の教科等については自由とします。
＜留意事項＞・指導案審議や相談等の事前指導を含め、複数回の対応も可能です。
Ｂ：教職経験６年目研修 【任意】
＜対象＞
・教職経験６年目研修該当者
＜内容＞
・研究授業と研究協議を行います。個別指導にも応じます。
＜留意事項＞・研究授業の教科等については自由とします。
・指導案審議や相談等の事前指導を含め、複数回の対応も可能です。
１

Ｃ：小学校フォローアップ研修 【必須】
＜対象＞
・小学校フォローアップ研修３年目該当者
＜内容＞
・授業公開を行います。フォローアップ研修３年目該当者との面談を行います。
＜留意事項＞・授業公開について、原則として教科の授業とします。
・指導案審議や相談等の事前指導を含め、複数回の対応も可能です。
Ｃ＋（Ｃプラス）
：中学校フォローアップ研修 【必須】
＜対象＞
・中学校採用２～５年目教諭
＜内容＞
・原則として、年１回の授業公開と授業研究を行います。
＜留意事項＞・授業公開は教科の授業とします。
・指導案審議や相談等の事前事後の指導を含め、複数回の対応も可能です。
・教科によっては市町派遣指導主事、教育センター指導主事等が訪問します。
・詳細は【別紙１】によります。

（２）生徒指導及び特別支援教育に係る学校訪問指導
＜目的＞ ・各学校の組織的な生徒指導体制の充実、特別支援教育の推進及び体制整備の充実に資する。

Ｄ：生徒指導に係る学校訪問指導
＜対象＞
・希望する学校。
＜内容＞
・生徒指導の機能を生かした各教科・特別の教科 道徳・特別活動等の授業公開や授業研究を行
います。
・生徒指導に関する研修を行います。
・生徒指導に関する個別相談やケース会議等へ参加します。
＜留意事項＞・授業構想や研修内容の相談等、複数回の対応も可能です。
（年度中途での申請も可能）
Ｅ：特別支援教育に係る学校訪問指導
◇【別紙２】：「特別支援教育に係る学校訪問指導について」によります。
◇別紙様式３：依頼書の書き方に注意してください。

（３）学習指導等に係る学校訪問指導
＜目的＞ ・児童生徒の学力と学習状況の分析に基づく授業改善、教科等の指導力の向上、校内研究の推
進、校内研修の充実等に係る指導・助言を行います。

Ｆ：授業力向上研修推進校（小学校）への学校訪問指導
＜対象＞
・国語科または算数科の教科指導及び授業改善について、１年間を通して計画的・継続的に、教
育事務所と連携して研修を推進することを希望する小学校。
（国語科２校、算数科２校程度）
※他の教科・領域について希望があれば、相談して決定します。
＜内容＞
・公開授業、授業研究を学期に１回程度行います。
・単元づくり、指導案についての事前審議、事後指導、個別指導等継続して行います。
＜留意事項＞・希望する学校が多数の際には、教育事務所と市町教育委員会、学校の協議により推進校を選定
します。選定においては、令和３年度新規に希望する学校を優先します。

２

Ｇ－１：教科指導等に関する学校訪問指導・・・
【授業研究型】
＜対象＞
・希望する学校。
＜内容＞
・教科等における指導力向上を目的とした授業公開と研究協議又は校内研修を行います。授業者
等への個別指導を行うこともできます。
・各教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動、人権・同和教育、
キャリア教育、環境教育、学校図書館活用教育、ふるさと教育等の校内研究の内容に沿った職
員研修への活用を行います。
＜留意事項＞・指導案審議や相談等の事前指導を含め、複数回の対応も可能です。
（年度中途での申請も可能ですが、その場合まずはご連絡ください。）
・授業研究は、全教員参加を原則とします。事前相談により校内の状況に応じた形にすることも
可能です。
・状況によっては、市町の派遣指導主事が指導助言を行う場合があります。（要相談）
Ｇ－２：教科指導等に関する学校訪問指導・・・
【相談型】
＜対象＞
・希望する者およびグループ（学年部会や教科部会、分掌部会など）
＜内容＞
・教科等における指導力向上を目的とした研究協議又は校内研修を行います。
（授業の公開は求めません。）
・詳細は別紙（リーフレット）を参照してください。
＜留意事項＞・複数回の対応も可能です。（年度中途での申請も可能です。）
・協議または研修は、少人数でも構いません。
・原則として、益田教育事務所の指導主事の派遣依頼をする場合に限ります。
（他の教育事務所や教育センターの指導主事等への依頼は、広域訪問として様式１等を利用し
てください。）
Ｈ：教職経験３年未満の期限付講師に係る学校訪問指導
＜対象＞
・教職経験１年未満の期限付講師 【必須】
・教職経験１年以上３年未満の期限付講師【任意】
＜内容＞
・教科等の指導力向上のための授業公開と個別相談（個別指導）を行います。
＜留意事項＞・１回目は１学期中に授業公開を行います。２回目以降は継続指導を含めて相談に応じます。
・授業公開の指導案は略案で構いません。ただし、本時のねらい、展開、評価についての記載は
必須とします。なお、授業で使用する資料も添付してください。
４ 希望調査、担当、申請等
（１）希望調査
・別紙「令和３年度 学校訪問指導に係る調査書の記入について」をよく読み、
「学校訪問指導に係る調査
書」を期日内に提出してください。
・提出後の調整に時間を要するため、訪問日は５月１９日以降を記入してください。
・希望期日が集中する場合には、学校間の調整を行い、期日を決定します。
（２）指導主事の担当教科等
・益田教育事務所指導主事の担当教科等については、別表を参照してください。
・教科や日程等によっては、他の教育事務所、教育庁各課、教育センターの指導主事等が訪問する場合が
あります。
（広域訪問）
・教科等によっては、市町教育委員会派遣指導主事が訪問する場合があります。
・研究指定校等においては、教育指導課、保健体育課、人権同和教育課、特別支援教育課等の指導主事が
訪問する場合があります。

３

（別表）
職 名

名 前

担 当 教 科 ・ 内 容 等

指導主事（企画幹）

瀬戸

洋

社会科、学校経営

指導主事（企画幹）

上田陽一郎

外国語活動、外国語科、人権・同和教育

指導主事

笹井 圭子

算数・数学科

指導主事

富澤 孝輔

特別支援教育、生活科、幼児教育

指導主事（兼）
生徒指導専任主事

福原 奈美

国語科、生徒指導、教育相談

特別支援教育
支援専任教員

三上 純子

特別の教科 道徳
特別活動
総合的な学習の時間
学級経営等

まずは電話でご相談ください。

０８５６ ３１ ９６０６（直通）

（３）申請・依頼
・ 申請については別紙：様式１、依頼については別紙：様式２、３、４を使用し、下表にしたがって提出
してください。
・ 年度途中で学校訪問指導を申請・依頼する場合は、事前に益田教育事務所担当指導主事に相談してくだ
さい。
・ 日程の調整が必要な場合（午前中の公開授業から午後の授業研究まで時間があくなど）
、事前に担当指導
主事と連絡を取って別紙：様式１及び様式２、３、４のいずれかを作成してください。また、別紙：様
式１及び２、３、４のいずれかが届いた時点で日程・内容について事前調整を行う場合があります。

申請方法について
種別

提出物
① 別紙様式１

G-2 を除く
すべて
益田教育事務所指
導主事（市町派遣指
導主事を含む）によ E-1
E-2 を除く
る学校訪問指導

E-1
E-2

② 別紙様式２～４
③ 協議資料
④ 学習指導案

学習指導案
個別の指導計画

－４－

宛名・留意事項

提出先

益田教育事務所⾧
（公印押印の上 PDF 形式
での提出も可）
○○指導主事 等
（公印押印の上 PDF 形式
での提出も可）
ＰＤＦ形式での
提出も可
益田教育
ＰＤＦ形式での
事務所
提出も可

個人情報保護の観点から、
紙媒体での提出をお願い
します。

提出日

７日前
までに

・別紙様式１

…１部

・別紙様式２、３、４
…１部
広域訪問

・学習指導案

…２部

・協議資料

…２部

別紙様式１
各課課⾧
島根県教育センター所⾧
浜田教育センター⾧ 等

８日前
までに

別紙様式２、３、４
○○指導主事 等

・個別の指導計画
（E １）
…２部
＊別紙：様式１及び様式２、 ３、 ４は、益田教育事務所のＨＰより、ダウンロードすることができます。
（注）「Ｃ＋：中学校フォローアップ研修」については、てびき（別に受講者に配布する）に定めます。

５ その他
（１）学習指導案は、単元、題材（教材）の指導計画、評価規準や評価の場面・方法などの評価計画を明記して
ください。＊特別の教科 道徳の授業においては、使用する資料を添付してください。
（２）授業を公開する教科等の全体計画、該当学年の年間指導計画の提出を事前に求める場合があります。
（３）学校訪問指導について不明な点等があれば、下記へお問い合わせください。
益田教育事務所 学校教育スタッフ （上田陽一郎） ＴＥＬ ０８５６－３１－９６７６
申請書等送信先メールアドレス masudakyoiku@pref.shimane.lg.jp

－５－

【別紙１】 Ｃ＋：中学校フォローアップ研修について
＜目的＞ 学習指導要領の趣旨に沿った「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して授業改善しようとする
「学び続ける教員」の育成を図るため。
＜対象＞ 新規採用後、２～５年目までの中学校教諭とします。
＜内容＞ 対象の教諭は、原則年２回の訪問指導を受けることを必須とします。
（授業参観１回と授業公開１回）
※指導助言は、益田教育事務所・各市町教育委員会の指導主事等が行います。
上記指導主事で対応できない教科についても、教育センター等に申請する形で年１回は必ず実施します。
＜方法＞ 以下のような方法で実施します。
授業参観・授業公開のあとに、相談・協議の時間を１コマ設定します。
（例：３校時 教科の授業公開、４校時 協議）

面
談
・
参
観
・
相
談
（
主
に
状
況
把
握
）

•（新規対象者）C＋についての説明を受けます（教科担当とは異なる場合もあります。）

（面
•（対象者全員）訪問日の候補日を校内で相談し、調査票を提出してください。

談）
•提出いただいた公開日時を取りまとめ、教育事務所から該当校へお知らせします。

•指導案は必要ありません。

参観

•2回目の訪問指導時に授業を公開するクラスが望ましいです。
•今年度の「重点単元等」の構想や訪問指導時の授業についての相談を受けます。
•学級経営などの相談も可能です。

相談

•フォローアップ研修（2、３年目）のレポートや6年目研修に向けての取組の相談も受け
ます。

日々の指導に活かす＋訪問指導に向けて…
• 対象者は指導案（細案）を作成してください。
• 指導主事は少なくとも１回は会って作成に関わります。 その後は、電話やメールで対応します。

指導案作成
訪
問
指
導
（
指
導
・
助
言
）

• 7日前までに指導案を事務所に送付してください。 派遣申請書が必要です。電子的な提出も可能です。
• ただし、教育センター等に申請する場合は８日前までに提出してください。（紙媒体での提出）

• 管理職、校内教科部員の参加も可能です。

公開授業

• 同教科のC＋受講者の参加も可能です。

原則、市郡教研以外の
研究会とは重ねないこと

• 教科の内容に重きを置いた話し合いとします。（進行：指導主事）
• 協議メンバーは授業者＋指導主事とします。（校内教科部員、管理職、他校C＋受講者の参加も可能）

協議

• 育成の観点から、協議前後必要に応じて、指導主事と管理職で情報交換を行います。

日々の指導に活かす＋次年度に向けて…
•基本的に、相談型（G-2）と同様の手順で対応します。

さらなる
希望者は

（事前に電話等で相談、FAXかメールで申請）
•授業公開を伴わない、授業づくりのみでも可能です。
•学級経営などの相談も可能です。

－６－

【別紙２】E： 特別支援教育に係る学校訪問指導について
１：必須の学校訪問指導 （Ｅ １）
・新任特別支援学級担任と新任通級指導教室担当者

対象者

・担任する特別支援学級の当該種別が初めての担任

内 容

・公開授業と個別相談、研究協議
・新任特別支援学級担任及び新任通級指導教室担当者 ： ６月から１０月

時 期

・担任する特別支援学級の当該種別が初めての者

公開授業に
ついて

： ６月から１１月

・授業については、
「教科等を合わせた指導」または特設の「自立活動」の時間とします。
・指導案について、細案を求めます。
・指導主事と相談の上、指導案検討から事後指導までの継続した指導も可能です。

個別相談に
ついて

・相談時間については、必要と思われる程度の時間を設定します。
・原則として全教員参加による授業研究を行います。

授業研究に
ついて

・授業についての講評と情報提供のために、指導主事担当の時間を 10～15 分程度設定
してください。
・情報提供が必要な場合、申請書（別紙様式３ ①）の「5．特に指導を受けたいこと」に
記入してください。内容の詳細については、後日、電話等で相談することがあります。
・在籍児童生徒の「個別の指導計画」の提出を求めます。

その他

・特別支援教育支援専任教員や市町の派遣指導主事が同行する場合があります。

申請書に
ついて

・様式１ と 様式３ ①

２：希望による学校訪問指導 (Ｅ ２)
＜対象＞ ・希望（申請）する学校。
＜内容＞ ・特別支援学級担任、通級指導教室担当者の授業力向上のための公開授業と研究協議。
・通常の学級に在籍する特別な指導及び支援を必要とする児童生徒に視点を置いた公開授業と
研究協議。
・特別支援教育に関する研修。
例） ＊校内の事例検討会
＊ユニバーサルデザインの視点を意識した授業に関すること

など

＜留意事項等＞
（１）公開授業については、教科・領域を問いません。
（指導案、個別の指導計画の提出を求めます。
）
(２) 授業研究については、原則として全教職員参加による授業研究とします。
(ただし、学校の実情を考慮します。)
（３）公開授業の場合は、特別支援教育支援専任教員や市町の派遣指導主事が同行する場合があります。
(４) 申請書は様式１と様式３ ②を使用してください。
(５) １年間を通して、計画的・継続的に複数回の対応も可能です。（ご相談ください。）

７

