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は じ め に

新しく京都府において教職につかれる皆さん、心からお祝いを申し上げます。

学校では児童生徒や保護者、同僚などが、皆さんの力に大きな期待を寄せています。今日まで学

び、身に付けてきたことが、勤務校において大いに生かされることを願っています。

さて、21世紀を迎え、皆さんの活躍の場となる教育界は、国際化、情報化、少子高齢化など変

化の激しい社会の中で、大きな転換期にあります。そして、学校教育においては、社会の変化に主

体的に対応する資質や能力として、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性、たくましく生きるため

の健康や体力など、「生きる力」の育成を目指すとともに、その実現に向けて、教員一人一人の豊

かな人間性と広い社会性、そして高い専門性など、資質能力の向上が一層重要になってきています。

教員としての出発に当たり、このような学校教育に課せられた大きな課題をしっかりと認識する

とともに、勤務校における具体的な課題の解決に向けて日々努力されることを期待します。

教員としての職務を遂行する上で必要な専門力量は、教職生涯にわたって、不断の研究と修養に

努めることにより高められなければなりません。初任者研修制度は、初任者が着任と同時に先輩教

員と同じように責任をもって児童生徒の教育を担当するなど、その職務の特殊性から、円滑に教育

活動が展開できるよう、教員としての基礎的・理論的内容と実践的指導力の基礎を確実に習得する

ことをねらいとして、平成元年度から実施されています。この制度は教職生涯にわたる体系的な研

修の一環として位置付けられ、勤務校における研修、当センター等における研修からなり、常にそ

れぞれの内容の充実が図られてきているところです。

当センターにおいては、初任者研修講座のみならず、本府の教育課題の解決や学校の期待にこた

える研究、研修、教育相談、教育情報の収集・活用事業も行っています。21世紀に生きる子ども

たちのため、豊かな教育実践が展開できるよう、皆さんが諸先輩と共にこれらの事業にも積極的に

参加し、研さんを積んでください。

本書は、日々の教育活動や教育公務員としての服務や職務について、基本的な事柄を収めました。

これからの教職生活において大いに活用していただくことを願っています。

平成15年４月

京都府総合教育センター
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