改訂版
岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【高等学校】
〜ぎふの人間像〜
〜岐阜県が求める教師像〜

高い志とグローバルな視野をもって
夢に挑戦し、家庭・地域・職場で豊か
な人間関係を築き、地域社会の一員と
して考え行動できる「地域社会人」

スタートライン

生
徒
指
導

授業
実践

【資質向上期】

【資質充実期】

意欲的に授業実践やＨＲ経営
に取り組み、教職の基礎を固め
る。

専門性と指導力を高め、実践力を
磨く。

教科の専門性を
身に付け、高等学
校に関する学習指
導要領の内容、評
価の観点・評価方
法等を理解し、そ
れらを踏まえた指
導計画を作成する
ことができる。

生徒の実態と指導と評価の
計画を踏まえ、身に付けさせ
たい力を明確にした授業を行
うことができる。

【資質貢献期】

活力ある学校運営を企画・調整・
学校管理や他の教員等への指導を
実践し、リーダーシップを発揮する。 行い、広い視野で組織的な運営を行う。
中長期的な視点で、指導と評
価の計画を作成することができ
るよう、他の教員等に指導・助
言を行うことができる。

学校の教育目標や学習指導要領
の改訂等を踏まえ、教科横断的な
視点で指導と評価の計画を立案し、
推進することができる。

生徒の実態やニーズに応じ、教
各教科における見方・考え方
生徒の自ら学ぶ姿勢を育成する
科における見方・考え方を踏まえ、 を踏まえ、生徒が確かな学力を 授業を行うための研修計画を立案
高い志とグローバルな視野をもって夢
生徒が確かな学力を身に付ける授
身に付ける授業の実践について、 し、推進することができる。
業を行うことができる。
他の教員等に指導・助言を行う
に挑戦し、家庭・地域・職場で豊かな
ことができる。

人間関係を築き、地域社会の一員とし
て考え行動できる「地域社会人」
生徒の実態やニーズに応じた授
観点に基づいた評価規準を踏

評価
改善

観点に基づいた評価規準を
設けるとともに、自らの授業
の方法や内容を客観的に評価
し、改善することができる。

業評価の方法や観点を工夫し、継
続的な授業改善ができる。

まえた継続的な授業改善につい
て、他の教員等に指導・助言を
行うことができる。

生徒
理解

生徒個々の資質能力や背景
にある状況を、観察や資料等
から客観的かつ共感的に把握
することができる。

生徒の実態や状況について、自
らのもつ情報と周囲からの情報を
合わせて分析し、多面的に把握す
ることができる。

生徒の実態の多面的な把握と
分析の方法について、他の教員
等に指導・助言を行うことがで
きる。

個々の生徒に対応する人的・物
的に環境を整え、学校全体で生徒
理解ができる組織づくりを推進す
ることができる。

生徒の声を共感的に聴くと
ともに、時と場を捉えて適切
な指導を行うことができる。

個や集団の実態や状況に応じて、 生徒の自己指導能力の育成を
生徒の自己指導能力の育成を促す 促す指導や今日的な課題への対
ための継続的な働きかけを行うこ 応 に つ い て 、 他 の 教 員 等 に 指
とができる。
導・助言を行うことができる。

生徒の自己指導能力を高めるよ
うな教育相談・生徒指導を学校全
体で行うための計画・組織を立案
し、推進することができる。

生徒自身が望ましい職業観
や自立について考え、自らの
生き方を選択しようとする態
度を育成する指導を行うこと
ができる。

生徒自身が自らの生き方を多様
な可能性を基に考える指導を行う
とともに、生徒の実態やニーズに
応じた進路指導を行うことができ
る。

生徒自身が自らの生き方を多
様な価値観を基に考える学習活
動となるよう、他の教員等に指
導・助言を行うことができる。

学校の教育目標を実現するため
の系統的なキャリア計画を立案し、
それを実施する組織づくりを推進
することができる。

担当した校務を責任をもっ
て行うことができる。

校務の課題についての建設的な
改善策を他の教員等に提案し、組
織的に働きかけながら実践するこ
とができる。

中長期的な視点で校務の改善
について、他の教員等に指導・
助言を行うことができる。

学校の教育目標を具現するため
に、体制の整備と人材の育成を推
進することができる。

迅速な報告・連絡を心がけ、 周囲の人材と専門性を活用し合
生徒の成長のために保護者や うなど、生徒の成長のための効果
他の教員等と力を合わせて対 的な指導をチームとして行うこと
応することができる。
ができる。

チームとしての指導と対応の
視点や対策について、他の教員
等に指導・助言を行うことがで
きる。

家庭や地域、外部機関等との連
携について、体制の整備と人材の
育成を推進することができる。

生徒の安全や個人情報の重
要性を理解し、「報告・連
絡・相談」を大切にして適切
に行動することができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

事故等の未然防止と選択すべ
事故等の未然防止や緊急時に、
き行動について、他の教員等に 場面に応じて迅速に対応する組織
指導・助言を行うことができる。 づくりについて、体制の整備と人
材の育成を推進することができる。

特別な配慮や支
一人一人の障がいの特性や
援を必要とする生 教育的ニーズ等を把握し、ユ
徒について、合理 ニバーサルデザインの授業づ
的配慮の提供や組 くりに生かすことができる。
織的な対応の必要
性を理解している。

多様性を尊重し共に成長する集
団づくりや、一人一人の個性を生
かした学びの実現のために工夫改
善を行うことができる。

全校的な支援の充実に向け、
職員の連携による指導の体制を
整え、組織的・継続的な支援の
ために主体的に働きかけること
ができる。

ICT を 活 用 し た
学習指導や校務の
推進及び生徒に情
報モラルを含めた
情報活用能力を育
成することについ
ての意義や効果を
理解している。

ICTを効果的に活用した授業実
自らのICT活用指導力を高め、 学校のICTや情報・教育データの
践等を行い、校務の効率化及び生 これまでの経験を踏まえた活用 活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
徒の学習や生活の改善を図るため、 方法を提案したり、実践したり 題を明確にし、解決に向けて働き
教育データを適切に活用すること することができる。
かけることができる。
ができる。

生徒理解の重要
性について理解し
ている。

生徒
指導

キャリア
教育

ＨＲ・
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経
営
・
分
掌

【基礎形成期】

学習指導要領の目標や内容、 生徒の実態やニーズに応じ、教
評価の観点等を踏まえ、生徒 科における見方・考え方を踏まえ
の実態に応じた指導と評価の た指導と評価の計画を作成するこ
計画を作成することができる。 とができる。

授業
構想

学
習
指
導

◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）

連携
・
協働

危機
管理

特別な配慮や
支援を必要と
する生徒への
対応

ICTや情報・
教育データの
利活用

教育相談・生徒
指導・キャリア教
育の理論及び方法
について理解して
いる。

教員の職務内容
と学校組織等につ
いて理解している。
危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項について
理解している。

【基礎形成期】
・高い倫理観と使命感
の基、探究心をもっ
て、謙虚に学ぶ。

授業や校務等にICTを活用で
き、生徒の情報モラルを含め
た情報活用能力を育成するた
めの授業実践等を行うことが
できる。

【資質向上期】

・自ら課題をもって、
自律的に学び、実
践につなげる。

【資質充実期】

・自己研鑽に励み、周囲の学
ぶ意欲を高める。

観点に基づいた評価規準を踏ま
えた継続的な授業改善を行う体制
を整え、推進することができる。

幼児児童生徒への一貫した教育
支援を目指し、保護者や地域、関
係機関と連携した支援体制の構築
を推進することができる。

【資質貢献期】

・学び続ける姿を示し、学校の組織力の
向上に寄与する。

教員が成長し続けるために大切な姿

