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令和２年度 教職員等中央研修（NITSオンライン研修）事務職員研修報告 

 

羽島市立中島中学校 岡田 靖子 

関ケ原町立関ケ原小学校 小松 大輝 

関市立旭ヶ丘中学校 永田 直紀 

御嵩町立伏見小学校 酒向  稔 

 

実施要綱 

１ 目 的 学校が直面する課題に組織的に対応し，特色ある教育活動を自律的に推進するマネ

ジメント力と，各地域の教職員の専門性向上を牽引する人材育成・研修推進力を

習得し，研修後にその成果を活用することを通して，各地域において中心的な役

割を担う事務職員等を育成する。 

２ 主 催 独立行政法人教職員支援機構 

３ 共 催 文部科学省 

４ 期 間 令和２年９月７日（月）～１２月１８日（金）の間で指定された期間（５日間） 

５ 会 場 各学校（指定された期間にオンラインで受講） 

６ 日 程  

１日目 

開講にあたって，オリエンテーション 

（第１講）学校組織マネジメント（１） 

（第２講）学校組織マネジメント（２） 

国士館大学 教授 北神 正行 氏 

２日目 

（第３講）カリキュラム・マネジメント 

千葉大学 特任教授 天笠 茂 氏 

（第４講）コミュニティ・マネジメント 

教職員支援機構 つくば中央研修センター センター長 清國 祐二 氏 

３日目 

（第５講）財務マネジメント 

第１９０号の内容 

・教職員等中央研修（ＮＩＴＳオンライン研修）事務職員研修報告 

・特別部コーナー「みんな“ええ顔”」 

・共同実施コーナー（西濃地区 関ケ原町） 

・市町村の研究内容紹介（揖斐郡） 

 

 



 

日本大学 教授 末冨 芳 氏 

（第６講）リスク・マネジメント 

鳴門教育大学大学院 特命教授 阪根 健二 氏 

４日目 

（第７講）スタッフ・マネジメント（１） 

（第８講）スタッフ・マネジメント（２） 

国立教育政策研究所 初等中等教育研究部長 藤原 文雄 氏 

５日目 

（第９講）研修成果の活用に向けて ～学校改善プランの策定～ 

独立行政法人教職員支援機構 つくば中央研修センター 川口 光政 氏 

文部科学省講話 

文部科学省 総合教育政策局長 浅田 和伸 氏 

（第１０講）研修のまとめと課題レポートの作成について 

独立行政法人教職員支援機構 つくば中央研修センター 大友 翔太 氏 

閉講にあたって 

 

 

研修を終えて 

 

羽島市立中島中学校 岡田 靖子 

 

「コロナ禍のため，従来であればつくばへ行かなくてはいけないが，Ｗｅｂ開催となるため学

校にいながら研修が受けられる。せっかくの機会だから受けてみたらどうか。」７月に学校長か

ら話をいただきました。私にできるのか，こんな機会はそうないという思いで迷いましたが，家

を空けなくてもいいのはありがたい話でもあったため，受けることにしました。 

私は１１月に５日間，パソコン室にこもり受講しました。動画の視聴による講義でしたが，中

身の濃い一週間となりました。集中して受講できる環境にしていただけた学校に感謝しています。 

この研修では，それぞれのマネジメントの観点から，学校改善の目的や方策，学校事務として

できることは何かを教えていただきました。 

そのなかで一番印象に残ったのは，「子どもの幸せ（Ｗｅｌｌ-Ｂｅｉｎｇ）」という言葉です。

いろいろな改善の先には“子どもたちの幸福”があること。私たちが行っている仕事は，子ども

の「幸福」実現につながっていること。その実現のために，学校目標や学校長の経営ビジョンを

理解し，共有することの重要性を改めて学ぶことができました。 

マネジメントと聞くととても難しく考えていましたが，今まで行っていたことを整理し位置付

けることで視野が広がり，改善につなげていけるのではと感じています。 

今回の研修では，他の方の考えを聞くことができませんでしたが，自分を振り返る良い機会と

なりました。このような研修の機会をいただきありがとうございました。 

 

 

関ケ原町立関ケ原小学校 小松 大輝 

 

今年度はオンライン研修となりました。全国各地の方々との交流はないものの，移動時間もな

く，学校や自分自身への負担も少ない条件で受講することができました。さらに，受講期間中は

何度でも講義動画を見直すことができるので，講義内容に対してより理解を深めることができま

した。受講を機にｉｐａｄとＡｐｐｌｅＰｅｎｃｉｌを購入し，受講中のメモはすべてＧｏｏｄＮｏｔｅｓというアプ

リで行い，ペーパーレス受講を行いました。ＡｐｐｌｅＰｅｎｃｉｌ特有の書き味も相まって，自分の字の

汚さに嫌気がさしましたが，メモや思考を，後できれいに整理整頓できるＧｏｏｄＮｏｔｅｓやｉｐａｄの



 

利便性は職員用として導入してほしいと思うほどでした。 

講義では，すべての講義名にもある「マネジメント」，つまり「つながる・つなげる」にはど

うしたら良いかというメッセージを強く感じました。事務職員として教育課程にどうつながるこ

とができるか。学校予算と行事を教員に分かりやすい形でつなげるにはどうしたら良いか。いず

れにしても，まずはすべての職員が学校の現状と課題，ビジョンを共有することから始まります。 

しかし，共有ができても，事務職員に主体性がなければ「つながる・つなげる」ことはできま

せん。自分自身，カリキュラムやコミュニティに対して漠然としたイメージしか持っておらず，

恥ずかしながら，他人事として捉えていたと思います。今回，中央研修を受講させていただいた

ことで，事務職員としてかかわることができること，変えられることといった，果たすことので

きる責任があることを多く学び，気付くことができました。今後は，自分自身の実践や共同実施，

研修報告を通して還元していきたいと思います。 

 

 

関市立旭ヶ丘中学校 永田 直紀 

 

中央研修に参加させていただけることが分かり，身の引き締まる思いでいたのも束の間，コロ

ナ禍により，本来の予定であった６月の集合研修は延期となり，延期となった１１月の研修も早

々にオンラインへと切り替わる旨通知がありました。 

私は，９月に受講することとなり，１週間事務室に閉じこもり受講しました。講義は１日２講

義を５日間行う形式で参加し，動画を視聴するというものでした。オンラインでの参加の仕方に

戸惑いつつもあっという間の５日間でした。 

研修を振り返ってみると，「つかさどる職」の私たちに求めら

れている資質とは何かを考えさせられるものばかりでした。一番

大切にすべきことは，「目標・目的の共有を図ることである」と，

どの講師の方も述べておられました。本校ではその部分が実際に

弱く，自身の学校に置き換えながら，「ここの部分は改善できる

なあ」「この部分はあとこうするだけでうまくいくかも…」などと考え，研修後にどういったこ

とが還元できるかも含め考えさせられる研修でした。 

私たちは普段何気なく事務処理に追われている日々になりがちですが，そういった「つかさど

る職」としての意識も変えていかなければいけないと思うとともに，後輩たちにもつなげていく

必要があると感じました。 

たった１週間の研修でしたが，自分自身を振り返る良い機会であり，受講させていただけたこ

とに感謝するとともに，今後の学校事務職員としての考え方が大きく変わる１週間でした。 

 

 

御嵩町立伏見小学校 酒向 稔 

 

 研修受講のお話をいただいた当初は，自分には荷が重いと思いつつ，全国から来る方たちと

の交流を大変楽しみにしていました。新型コロナウイルスの感染拡大が収まりきらず，６月開催

の予定が１０月へ延期，そして非集合型オンライン研修に変更になったことには，いささか戸惑

いましたが，開催していただけるだけでも大変ありがたいと感謝して受講に臨みました。 

 ５日間で各日とも開始は午前９時からの日程ですが，本当の開始は，オンライン研修ページの

動画コンテンツボタンをクリックした瞬間です。録画された講義を見るため，双方向の通信はあ

りません。動画を一時停止して中断することもできる設定でした。それだけに，受講者の研修へ

の真摯な姿勢が問われていると感じました。午前・午後それぞれ約２時間の講義後に，リフレク

ション（振り返り）の時間があり，講義アンケートを入力・送信しました。２か月の幅がある視

聴期間中は，講義をいつでも視聴できるので，理解不足の箇所を何度も見返すことができたのが



 

 

今回のオンライン研修のメリットでした。来年度以降は，双方向の通信ができるオンライン研修

が検討されているようです。 

 目の前の業務をこなすのに精一杯の毎日でしたが，今回の研修で，理解の行き届いていなかっ

た各種マネジメントを体系的に学ぶことができました。受講者が学ぶことだけが今回の研修の目

的ではありません。今後は学んだ理論を基に学校改善に取り組み，成果を出すことがゴールとな

ります。貴重な５日間の学びを今度は還元するために，プリントアウトした分厚い資料を，時折

見返していきたいと考えています。 

 

 

第16回 「地域」への情報発信 その「きっかけ」 

 

１月４日から全国大会岐阜大会代替事業のWEB配信が始まっています。 

岐阜支部を含めた分科会担当６支部の研究資料も公開されています。オンラインのため，分割しての

視聴も可能ですので，ぜひご覧ください。（配信期間は２月28日までです。） 

 

さて，毎年実施している県事研評価において，いつも決まって低い取組率なのが，「保護者・地域へ

の情報発信」の項目です。令和元年度の調査で初めて10％を超えるまでは，ずっと一桁台の数値が続

いていました。この取組に対する数値が伸びてこない理由を考えてみると，「何を発信すれば良いのかが分

からない」，「情報を発信する手段がない」，「自分の立場ではかかわりにくい」，「ＨＰの編集方法が分

からない」，「必要性を感じない」など，経験年数や学校規模，校務分掌等の違いなどから様々な理由

が考えられます。一方で，「地域に開かれた学校」や「コミュニティ・スクール」，「社会に開かれた教育課

程」などの言葉が身近に用いられるようになり，「地域」はこれからの子どもの学びを考えていく上では，欠

かせない存在となっています。 

では，「地域とのかかわり」の中で，私たち事務職員はどんな役割を果たすことができるでしょうか？ 

「コミュニティ・スクールに関連した地域連携組織の一員として，運営予算費の会計を担当する」「教育

と行政の知識を生かして，学校と地域人材とのコーディネーターを務める」「学校と地域がつながる接点とし

て，情報発信の担当者となる」などのいくつかの役割が考えられますが，現在の組織においても取組がし

やすいのは「保護者・地域への情報発信」ではないでしょうか。 

しかし，情報発信もすぐに取り掛かれるかというと，何か「きっかけ」がないと始めにくいものです。 

そこで，今現在，事務職員にかかわりが深い「共同学校事務室（学校運営支援室）」や「GIGAス

クール構想」をきっかけにしてみるのも一つの手段ではないでしょうか。 

もし一人で保護者や地域への情報発信を行うことが不安であるならば，共同

学校事務室の取組をきっかけ作りとするのはどうでしょうか。例えば，就学援助費

や奨学金の募集などを保護者に周知する際には，統一した案内文を作成し，そ

れを同一日に配布（配信）するといった簡単な取組から実践してみてはいかがで

しょうか。 

また，GIGAスクール構想は，今まさに行政も学校も家庭・地域も手探りで，

自分の地域の子どもの実態に即した活用方法について検討を進めているところだと

考えます。そこで，児童生徒に配布されるタブレットを活用した家庭や地域との連絡体制を事務職員の視

点で考えてみたりするのも可能性としては面白いと思います。これらについては，試行錯誤している今だから

こそ，新しい取組や手段が開拓できるチャンスです。特にICTの分野では経験年数にとらわれず，若手事

務職員も新しい発想で自分自身の仕事や立場を確立するチャンスとなるのではないでしょうか。 

「地域とのかかわり」は，まずきっかけ作りから。その時代にあった新しい発想で，保護者や地域との情

報発信に取り組んでみませんか。 

 

さて前回，今号を最終回として予告していましたが，今号で収まりきらなかった内容（保護者や地域と

の「熟議」や「協働」）がありますので，それを次号で紹介しようと思います。 

では皆様，どうぞ最後まで特別部通信におつきあいください。            （ 文責  内山 ） 

みんな“ええ顔” （特別部通信）  



 
 

関ケ原町立小中学校運営支援室は，小学校（１名），中学校（１名），小中併設校（１名）の３名で

活動していますが，来年度からは統合により２名体制となります。 

 支援室では，事務の効率化・事務機能の向上を進め，教育情報スタッフとして町教育委員会との連

携を図り，組織的協働のなかで知識と技術の交流による人材育成（OJT）と資質向上に取り組んでい

ます。 

簡単ですが，関ケ原町立小中学校運営支援室について，紹介します。 
 

１ 学校運営支援室の歩み 

（１）関ケ原町学校間連携協力会発足   （平成２８年度） 

・共同実施規程（案）の作成と提案  （平成２９年１月制定） 

（２）関ケ原町立小中学校運営支援室の発足（平成２９年度） 

（３）学校管理規則へ記載        （令和元年度） 
 

２ １年間の流れ ３ これまでの成果 

・出張伺兼復命書様式統一 

・備品台帳整備，データ化完了（今須小中分） 

・学校徴収金（学費）二期制導入及び実施によ

る教職員の学期末事務負担軽減 

・学校徴収金（学費）様式統一 

・出退勤管理ファイルの設置と運用 

・文書収受業務の見直し 

・教職員向けアンケートによる支援室業務の見

直しと検討 

・学校徴収金マニュアル作成 

・サーバーのフォルダ標準化 

・町内共有サーバーの設置・活用推進 

・予算要望（事前打合，様式統一） 

・Te-Comp@ss(校務支援システム)の活用促進 

・諸帳簿点検 

・新採事務職員への指導助言 

・統合事務（備品の選定，会計処理，文書管理，

ネットワーク移行） 

 

４ 今後の課題 

これまで，学校数の少なさ，校長会や町教育委員会との連携体制が構

築されていたことを活かして，機動力のある支援室業務を行うことがで

きていました。その反面，定期的に行われる推進委員会（いわゆる運営

協議会）は結果報告に留まることが多く，審議・決定機関としての役割

を果たし切れていないという課題があります。さらに来年度より，町内

２校事務職員２名となるため，共同実施の「個々の強みを組織的に活かす」というメリットが発揮

されにくくなります。今後は，機動力は活かしつつ，隣接する自治体の共同実施組織と連携するこ

とで支援室のレベルアップを図っていきたいと考えています。 

武
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研究主題 

子ども達の豊かな育ちを実現する学校事務 

～３町が連携することで目指す“ええ顔”あふれる学校～ 
 

目指す事務職員像 

・自己管理能力を高め，職員から信頼される事務職員 

・学校経営に積極的に参画し学校運営チームの一員として力を発揮する事務職員 

  ・プロとしての自覚と誇りをもち，前向きに事務をつかさどる事務職員 

 

揖斐郡事務職員部会の研究について 

〇現状 

  揖斐郡事務職員部会は揖斐川町・大野町・池田町の３町で構成されており，

年３回と夏季研１回という限られた時間のなかで研究を進めている。研究組織

としては，部会を町ごとに設置することで，少ない時間を各町の研究会と共有

して時間と回数を確保し，研究を深めている。 

 

〇昨年度までの研究 

  目指す事務職員像に近づき，研究主題で掲げる目標を達成するために，実務と自己研鑽の２つの面

からのアプローチで研修を行ってきた。 

 実務においては初任者及び転入者に対して事務説明会を年度当初に実施し

ている。これは，町内での様式や手続きが統一されていることが前提となる

ため，今まで行ってきた環境整備の成果が実った形になった。また，始めは

池田町や大野町で行われていたこの取組が，揖斐川町へと広がって３町で実

施されることになり，他町の優れた実践を取り入れ発展させることができ

た。それに伴って，各町の説明会の模擬演習を交流する時間をもつことで，

より良い説明会開催へのヒントを得たり，客観的な意見を交流したりして，

大変有意義な時間となった。 

  また，自己研鑽においては，チーム学校の一員として力を発揮するため児童生徒理解を深める研修

を行った。平成３０年度には，特別支援教育の専門家の講師を迎え，講演会を開催し，児童生徒との

かかわり方や声掛けについて学ぶことができた。 

令和元年度には，セルフマネジメントの一環としてアンガーマネジメントの講師を迎え，講演会を

開催し，自身の感情と向き合うことで人間関係を円滑にする方法を学び，児童生徒の感情を理解する

一助とすることができた。 

個人でも様々な研修を通して研鑽を図り，研究内容を町内のグループで交流し，さらには郡内で交

流していくというスケールメリットを活かした研修を進めている。 

 

〇今年度の活動と来年度に向けて 

  今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，１度も部会を開催す

ることができなかった。そして現状を鑑みると，来年度も全員が集まって研

究を進めていくことは難しいと考えられる。 

  来年度はオンライン会議を利用しながら情報を共有し合い，自己研鑽を積

み重ねていくことのできるような取組をしていきたいと考えている。また，

経験年数の浅い事務職員や臨時採用者に対してもオンラインでフォローできるような工夫もしていか

なければならない。 

  たくさんの解決すべき課題があるが，これらのピンチをチャンスに変えるために，会員同士の連携

を密にして，事務職員同士の横のつながりを大切にしていきたいと考えている。 

 

初任者及び

転入者事務

説明会 
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