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“MY事務日誌”の活用    郡上市立明宝小学校  石田 大将 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９１号の内容 

・事務日誌活用法紹介 

・ほっと一息コーナー 

・市町村の研究内容紹介（瑞穂市） 

・「総合教育センター研修講座紹介動画」ＰＲ 

・「初任者支援に役立つ資料等」ＰＲ 

・特別部コーナー「みんな“ええ顔”」 

・ＩＴ担当募集依頼 

・総務部からのお知らせ 

 

 

①毎日，その日に処理したことや学んだこと，提

出書類をいつ，どこへ，どのように提出したかな

ど明記している。 

②付箋等を使用し，事務処理の優先順位を付け，

自分の中で内容に応じて付箋の色も分けている。 

③毎日，仕事終わりには，１日の振り返りを

し，その日の反省点などを記録している。月

ごとのページに記録することで，一目で分か

るようにしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料編の活用＞ 

事務日誌の資料編は，日々の業務を行う上で，必要な情報がまとめてあり，活用してい

る方も多いと思います。そこで，私はいつでも，どこでもすぐに確認できるよう，以下の

ようにして活用しています。 

（１）事務日誌（バインダータイプ）の資料編をスキャンして，ＰＤＦデータにする。 

（２）ＰＤＦデータをＰＣデスクトップに保存する。（常時閲覧可能） 

（３）Ｂ５サイズで印刷し，クリアファイルに綴り，机上に常置する。（持ち運び便利） 

 

 

 

 

 

 

 

→皆さんも令和３年度事務日誌がお手元に届いたら，まずはＰＤＦデータにしてみては？ 

～“MY事務日誌”に刻む私の成長～経験年数に応じた事務日誌の活用方法と成果 

１年目 

「まずはとにかく学ぶ１年」 

分からないのはあたりまえ。だからこそ，分からないことは分からないままにせず，先輩事務

職員や研修の場で得たこと，学んだことは常に記録。どんなに些細なことでも，まずは記録。 

⇒２年目以降の参考資料に。 

２年目 

「何とか１年間の流れを把握できる１年」 

しかし，１年目の頃はとにかくバタバタで，実際にどうやって処理したか，どういう根拠があ

ったのかなどが曖昧になっている。 

⇒１年目の時に記録した事務日誌を読み返し，記憶を取り戻す。 

★これこそが成果を感じた瞬間！！これからも“МＹ事務日誌”の記入を続けていこうと思った。 

３年目 

「１・２年目の経験を活かし，校内でも主体的に動く１年」 

その学校での経験年数があるということもあり，先生など周りの人からいろいろと頼りにされ

る。 

見通しをもった事務処理をする上でも，１年目・２年目の事務日誌を読み返し，どのような処

理があるか，どのように処理したかなど把握。 

また，１年目と２年目の事務処理方法などの違いも把握して，３年目の見通しをもつ。 

◎毎日，勤務後に家へ帰ってから，事務日誌を読み返し，その日の振り返りをする。その日の出

来事や，事務処理で気づいた点などを文章で記録。そして次の日の計画。 

＊Ｐ（計画）Ｄ（実行・処理）Ｃ（評価）Ａ（改善）サイクルの確立を意識。 

月ごとのページに記録することで，一目で分かるようにしている。 



 

 

４年目 

「異動に伴い，前任校での経験を活かしながら，新たな市町村の管理規則等を把握し，改めて

いろいろと学ぶ１年」 

事務日誌に少しでも多くの内容を分かりやすく区別して記載できるよう，自分なりに改造。

（日別の部分を見開き同一週にしている。）毎週，教務主任から出される週予定等を参考にし，

記入する場所を分けるなど，オリジナルのМＹ事務日誌を有効活用している。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎成果を感じた時 

・どのように処理したかなど分からなくなったときに，記録していた事務日誌を見て解決できた。 

・１年前の事務日誌を見て，年間・月別の事務処理の流れを把握できた。 

・１年目，２年目，３年目・・・とそれぞれの記録した事務日誌を比較することで事務処理にお

いて同じ点・異なる点（変わった点）を把握できた。 

・毎日，反省とともに次の日の計画を立てることで見通しをもち，優先順位を付けるなど効率良

い事務処理ができた。 

 

事務日誌を活かしたタイムマネジメント＝時間の有効活用（優先順位，計画） 

 

 

ほっと一息・・・ 

皆さんは，「苦手なこと」ありますか？  

私は「電話に出ること」です。 

滑舌がイマイチで･･･ハッキリと名乗れません。 

ある時「あはははは！噛んだ！！」と受話器の向こうで 

大笑いされたこともあり，電話への恐怖は高まる一方です。 

 

そんなある日，教育センター研修の「話し方向上講座」に申し込んでみました。 

県事研研修部作成の「受講推奨講座一覧」にも入っていた講座です。 

これがとても良い講座で（人気だったようです），分かりやすい話し方・伝え方から， 

声のトーン・発音練習までみっちり教えていただきました。今も密かに車の中で練習しているので

すが，以前よりも明るい気持ちで，電話に出られるようになりました。 

  もうすぐ新年度。また何か一つ，スキルアップにチャレンジできたらなぁと思います。 

副会長 和田 （イラスト こまり） 

 

 

 

５年目，６年目，７年目…現在でもオリジナルのМＹ事務日誌を有効活用。 



 

 

 
 

瑞穂市事務職員部会 
【 会 長 名 】  瑞穂市立牛牧小学校  古野 和子 

【 学 校 数 】  小学校：７校  中学校：３校  合計：１０校 

【事務職員数】  小学校：８名  中学校：４名  合計：１２名 
 

【今年度の研究テーマ】  子どもたちの豊かな育ちを実現する学校事務 

―学校間の連携を推進し， 

事務の専門性の向上，事務の効率化・平準化を図る－ 
 

【研究会の概要】 

 瑞穂市では，市教育支援センター主催の「学校事務職員研修」（年６回）を開催している。この

研修では，前半は市教育委員会からの指導・伝達，後半は事務職員会の全体研修を行っている。 

「学校間連携協力会」は中学校区別で行われている。 
 

【今年度の研究内容】 

今年度は，事務職員会の全体研修として次の２点を重点とした。 

 

①日々の業務についての交流 

 私たちは基本的に単数配置であることから，他校の事務職員の仕事を目にする機会はほとんど無

い。このため，日常の仕事の仕方はそれぞれ独自の方法になりやすく，他の事務職員に学ぶ機会も

少ないのが現状である。このような状況を少しでも改善し，お互いに学び合い成長するため，疑問

や質問を気軽に話し合える場を設定した。 

 交流のテーマは会員から募集し，研修会ごとにテーマを決め，全員が発言することを基本に実施

した。内容は，学校徴収金（学習費・積立金・未納者対応），学校予算（コロナ感染症対策予算）

等々，様々なテーマについて交流を行った。 

この交流では，他校の実践や工夫について知ることができ参考になったという意見や，自校で実

践してみたいという前向きな意見が聞かれた。このことは，交流が良い刺激となり，会員それぞれ

が事務の効率化や改善に向け意識を高めた結果である。また，市外から異動してきた会員には瑞穂

市独自の事務について学ぶ場となり，貴重な研修機会となった。 

各中学校区別で行われている「学校間連携協力会」では，各グループでの内容を記録用紙にまと

め，全体研修会の場で交流を行っている。特殊な事例などの情報を全会員で共有することで，資質

の向上につなげている。 

 

②「教職員向け手引」更新作業 

瑞穂市では今までに「教職員向け手引き」「学校徴収金の手引き，会計ソフト」「瑞穂市会計事

務の手引き」「瑞穂市文書分類表」など，多くの研究成果物を残してきた。私たちの財産であるこ

の手引き等を，研修を行いながら見直すことで学校事務の専門性を高め，資質の向上に努めたいと

考えた。今年度は，この中から「教職員向け手引き」の更新作業を行った。 

 更新に当たっては，項目ごとに「主担当校」と「チェック担当校」を決め，二重のチェック体制

でより正確なものとなるよう努めた。作業を通して，学校事務職員としての基本的な知識をさらに

深めることができたのではないかと感じている。 

今後も，この瑞穂市の財産である多くの研究成果物を大切にしながら，会員全体で研鑽を重ねて

いきたいと考えている。 

 

ようこそ! 



 

 

 

 

「令和２年度岐阜県総合教育センター研修受講者の声」を県事研ＨＰに掲載しました。 

今年度受講できなかった方や，興味があったけど時間がなくて…そんな方必見！ 

是非一度ご覧になって来年度のセンター研修申込の参考にしてみませんか？ 

 

〇掲載期間：令和３年３月５日（金）～令和３年４月３０日（金） 

〇視聴方法：県事研ＨＰに掲載のリンクから視聴 

〇動画内容：約７分の動画 

研修部長あいさつ       

「スクールロイヤー」       

「児童生徒理解講座」       

「情報モラル入門講座」     

「ICT活用実施研修」       

終わりの言葉       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの地区の研修

部員の声です！ 

 

【動画の視聴方法】 

１ 掲載期間内に、県事研ホームページ 

 http://gifu.com/gxの「会員専用ページ」にログイン 

２ 動画へのリンクをクリックして視聴 

令和２年度 

「岐阜県総合教育センター研修受講者の声」ＨＰに掲載中！ 

分からない場合は 

各地区研修部員に 

おたずねください。

〇〇地区会員 

会員専用ページ内に貼り付けられた 

リンクをクリック 

右クリック → 「新しいウインドウで開く」 と、 

視聴後、HPへ戻る際にスムーズです。 

http://gifu.com/gx


 

 

 
 

今年度より新規採用事務職員の採用日が４月１日となりました。これまでとは異なる状況のなか， 

各地域で初任者支援に向けて様々な取組が行われていることと思います。 

早いもので，もうすぐ新年度を迎えます。新年度の初任者支援がよりスムーズに行われることを願い，県事

研では，各地区郡市等より 「初任者支援資料」 をご提供いただき，県事研HPに掲載しましたので，ぜひ

ご活用ください。 

 

▶資料の掲載場所   

県事研ホームページ ＞ ログイン(会員専用) ＞ ダウンロード ＞ ｢ 研究成果物 ｣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

説明欄に 「 初任者〇〇 」 等と記載があるものです 

初任者支援資料をHPへ掲載しています！ 

各地区郡市等で 

作成された 

貴重な資料をご提供いただいた皆様，ありがとうございました 



 

 

 

 

最終回  学校における「熟議」と「協働」 

 

全国大会岐阜大会代替事業のWEB配信も2月28日をもって終了しました。これまで全国大会分科

会提案に関連する特別部の活動に対し，温かいご支援ご協力をいただきありがとうございました。 

 

さて今大会，全事研の本部研究提案では，カリキュラム・マネジメントについて次のように述べていまし

た。 

 

 

 

 

 

 

「熟議」とは，様々な立場の当事者が，意見やアイデアを出し合って情報を共有し，共通の目的を達

成するための手立てを共に考えていくことであり，「協働」とは，共通の目的を達成するために，それぞれ

が当事者としてもっている力を最大限に発揮しながら共に事業を推進していくことです。 

 

この時期，多くの学校では，学校評価の分析やそれに基づく次年度の教育課程の見直しが進められ

ていると思います。その取組にあなたはどのようにかかわりましたか。これからの「子どもの学び」をより良く改善

していくためには，地域住民や保護者，専門スタッフも含めた熟議や協働が求められます。そして，その

前段階となるのは，全教職員による「熟議と協働」であると考えます。 

 実際の授業を行ってみて，「やっぱりこうした方が子どもの反応が良かった」とか，「この

教材は〇〇が使いづらかったので，来年度はこちらに変更したい。」など，日々の教育

活動を通じた振り返りを，あなたの学校ではどこまで「熟議」に生かせていますか。 

また，「もっとこんな教具も使える。」「この取組にはいくらの予算を使える。」「この活動

のコストパフォーマンスは？」など，教育活動の実施に必要となる教育環境（施設・設

備や教材・教具の管理，人材の手配など）の整備について，事務職員のもつ総務・

財務の専門性を生かした意見やアイデアをどれだけ学校内で伝えられていますか。 

子どもの学びをより良く改善していくためには，教員だけではなく私たち事務職員も含めたすべての教職

員が，それぞれの専門性を生かして意見やアイデアを共有して「熟議」を行うことが大切です。多くの学校

において一人職である事務職員が保有する情報を教員と共有していくために，いかに「見える化」を図って

いくのか，それらの具体的な手立てについては，これまでの「おんさい」のなかでたくさん紹介してきました。

学校評価の結果を見て気づいた点や思いついたアイデアがあれば，まずは声に出して

伝え，全教職員で一緒に検討していきましょう。 

 さらには，現在の学校の教育活動には様々な形で「保護者」や「地域」がかかわって

いると思います。学校が抱える課題の解決に対して，一時的にこれらの人々の力を借

りるのではなく，共に教育目標の達成を目指す当事者同士として持続可能な関係性

を築いていくためには，学校評価を軸とした保護者や地域との「熟議」が必要であると

考えます。学校評価の分析結果をたよりやホームページでフィードバックしていくことはもちろんですが，まず

は保護者や地域の方と共に取り組んだ活動の振り返りを，活動の主体の一員として一緒に行うことで当

事者意識を高めていくことも，「協力」からさらに一歩踏み込んだ「協働」につなげていくための一つの手立

てとなるかもしれません。 

 地域との「熟議」と「協働」。今，全国的に求められている学校の教育課題だからこそ，教員とは異なる

視点をもつ事務職員の専門性を生かした意見が必要なのです。共に一歩を踏み出していきましょう。 

 

さて，これまで17回に渡り連載をしてきました特別部通信も今回で最終回となります。これまでに提供

した内容は，会員の皆様の “ええ顔” に少しでもつながるものであったでしょうか。 

これまで特別部通信にお付き合いいただき，どうもありがとうございました。      （文責：若原 ） 

みんな“ええ顔” （特別部通信）  

カリキュラム・マネジメントとは，学習指導要領に基づいて教育課程を編成し，実施・評価・改善して

いくことを指すが，（単なる授業時数の配当にとどまらず）社会に開かれた教育課程を実現するため

に，子どもの学びを取り巻くすべてのものを見直していくこと，地域との熟議と協働を通して学校運営その

ものを改善していく営みである 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在，県事研ではＷｅｂやＩＴを使用した活動が急激に増えてきています。 

会員の皆様に，新しい情報をより分かりやすく・よりスピーディにお伝えするためにも， 

県事研としてＩＴ部門を強化する必要があります。どのような方法があるかを検討した結

果，「ＩＴの知識・強みを持ち，ご協力いただける会員の方を募りたい」と考えました。 

県事研を支え，スキルをお貸しいただけるという方は是非ご協力をお願いいたします。   

※費用等でご負担をおかけすることはありません。 

  

１ 募集人数 

 県内事務職員から希望する方 若干名 

 

２ 活動期間 

 令和３年４月から令和６年３月（令和３年度～令和５年度） 

 

３ 活動内容 

 ①県事研ホームページのリニューアル 

 ②県事研評価集計ソフトのリニューアル 

 ③専門部での集計作業など必要なソフト等の開発 ･･･など 

 

４ 申込・問い合わせ先 

 県事研事務局：大垣市立赤坂小学校 阿部 

ＴＥＬ：0584-71-0106 

メール：kenjimuken@gifu-net.ed.jp   

 

５ 申込期限 

 令和３年４月１５日                               

パソコン操作に詳しい！ ITのスキルを活かしたい！ 

県事研の活動に協力したい！ 

この中のどれか一つで構いません。

これなら！ということに 

ぜひお力をお貸しください！ 



 

 

 

総務部からのお知らせ  
 

印刷会社の変更に伴う送料の増加，消費税の値上がりのため，来年度より事務日誌の価格を変更

させていただきます。 

 

現行            来年度より 

１冊 ４００円        １冊 ４５０円 
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