子ど も たち の笑顔あふれる未来を創る

広島市の 教育
Let's together !!
将来の夢 明日の私

広島市教育委員会

広島駅北口
（JR社屋からの眺望）

縮景園

京橋川オープンカフェ

広島市安佐動物公園

このまち で教える
ひろしま で育くむ

平和

楽しさや感動が伝わる、
数多くのスポーツ・文化芸術や
イベント

広島城

核兵器廃絶と
世界恒久平和の実現を目指すまち

原爆ドーム

本市は、人類史上初の原子爆弾

が投下された都市であり、「ほか
らない」という被爆者の願いや世

界恒久平和を願う市民の心を根底

として、人間の尊厳や生命の尊さ

を自覚し、自他共に大切にし、正

義感や公平さを重んじ、人と自然

の共生する平和な社会を築いてい

く心を育て、自立して行動する力

を養うことを教育の原点としてい

ます。

見据え、世界に誇れる「まち」の
あなたも、本市教員の一員とな
の子供たちの未来づくりに取り組

まちの中でも身近に触れられる
水と緑などの豊かな自然

背景を踏まえつつ、広島の未来を
実現を目指しています。
り、私たちと力を合わせ、広島市
みませんか。
広島市植物公園

マツダスタジアム
（広島市民球場）

ひろしまドリミネーション
神楽

美術館や科学館、
広島城など様々な学べる施設

原爆の子の像

の誰にもこんな思いをさせてはな

本市教員は、こうした歴史的な

広島市現代美術館

学 豊

快 伝

生活機能面で利便性が高く、
快適な生活環境が整ったまち

元安川

アストラムライン

ひろしまフラワーフェスティバル

造幣局花のまわりみち

湯来の山々
三滝寺

Looking for you
広島市では
次のような教師を求めています
教師として
常に成長し続けようとする人
使命感や責任感・教育的愛情
◦教職に対する責任感
◦自主的に学び続ける力
◦教育的愛情

専門職としての高度な知識・技能
◦専門的知識
◦確実に実践できる力（子供の理解、生徒指導、学級づくり、
授業づくり、課題解決）
◦新たな学びの実践的指導力（探究型の学習、活用型の学
習、協同学習）

総合的な人間力
◦豊かな人間性や社会性
◦コミュニケーション能力
◦チームで対応できる力
◦地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力

広島市が進める教育活動に
熱心に取り組む人
ひろしま型カリキュラムを深く
理解し、推進する力のある教師
「ヒロシマ」の持つ意味を深く理
解し、被爆体験・戦争体験の継
承を図る平和教育を積極的に推
進できる教師
 ちぐるみ「教育の絆」プロジェ
ま
クト（学校・家庭・地域が一体
となった教育）を積極的に推進
できる教師
少人数教育の良さを深く理解し、
推進する感性と意欲のある教師

Carry out a reform
ひろしま型「チーム学校」
を構築し、
広島らしい教育を推進します

主体的な
学び
対話的な
学び

課題発見・
解決の学び

校長のリーダーシップの下、教職員や学校内の多様な人材がそれぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子供たちに
必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校、ひろしま型「チーム学校」の取組を推進します。

豊
か
で
深
い
学
び
の

創
造

確かな学力を
▶ひろしま型カリキュラムの推進

▶少人数教育の推進

◦小学校と中学校の連携・接続の充実

少人数教育による個に応じたきめ細かな指導を進めることにより、

・ひろしま学びの時

基本的な生活習慣の確立と基礎・基本の確実な定着を図り、個性や

間
（旧言語・数理運

能力を伸長する教育を推進します。

用科）の実施

◦小学校及び中学校 １ 学年において35人以下の少人数学級を実施
◦中学校 ２ 学年・ ３ 学年において少人数による習熟度別指導を実施

◦小 学校外国語
（英
語）
学習の充実

豊かな心を
▶ヒロシマの継承と発信

等を取り入れた平和学習を行います。

▶道徳教育の充実

平和についての願いや思いをメッセージ
として発信する取組を通して、平和につ

道徳科を要として、教育活動全体を通じて、生命尊重や思いやりな

いての意識の高揚を図ります。

ど豊かな心を育みます。

▶感動体験推進事業の実施

◦中学生による「伝えるHIROSHIMAプロジェクト」
◦こどもピースサミット

特色ある体験活動を行い、学ぶ楽しさを実感させ、豊かな心を育み

▶平和教育プログラムの推進

児童生徒の発達段階に即した目標や内容を体系化し、体験的な学習

ます。

健やかな体を
▶体力向上推進事業の実施

を学校に招へいし、生涯にわたって
運動に親しむ態度を育成する取組を

本 市独自の
「運動プログラ

行います。

ム 」を 活 用 す る と と も に、
体力向上を動機付ける取組

▶健康教育
（保健教育・食育・安全教育）の推進

を行います。
◦体力アップハンドブックの配布

自らの健康問題を主体的に解決して

・体力アップ認定証及び体力優秀賞の交付

いくヘルスプロモーションの理念に

▶Doスポーツ指導者

基づき、生涯にわたって健康の保持
増進を図る能力を育む教育を推進し

招へい事業の実施

ます。望ましい食習慣の基礎を培うため、食に関する指導体制や指

プ ロスポーツ選手や地域の競技経験者

導内容の充実を図るなど学校における食育を推進します。

一人一人を
▶インクルーシブ教育システム構築に向けた一人

◦特別支援教育の視点に基づく授業

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて、合理的配慮を提供する

◦特別支援教育におけるタブレット

一人を大切にする特別支援教育の推進

とともに、その持てる力を高めるために適切な指導及び必要な支援
を行い、障害のある子供とない子供が共に学ぶことができる教育を
推進します。

づくり
端末の活用
◦医療的ケアを必要とする児童生徒
への支援

まちぐるみの教育を
▶まちぐるみ
「教育の絆」プロジェクト

地域住民の学校支援活動や生徒の地域貢献活動を通して、学校と家
庭・地域の連携・協力による
「まちぐるみの教育」を充実・強化し、
子どもの健やかな成長を図ります。

・地域住民等が学習支援を
図ります。
放課後の学習支援
夏季休業中の学習会

・生徒が地域住民と地域貢献活動
を行います。
地域清掃活動の実施

など

地域緑化活動の実施

など

教育環境の充実を
▶デジタル教科書の活用
（全小・中学校／算数・数学）

▶50インチディスプレイの設置
（小・中学校全学級）

▶英語専科指導教員、英語指導アシスタント
（小学校）
・

英語指導助手（中・高等学校、中等教育学校）の配置

Interview & Message
教

諭

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？
高校時代の顧問の先生に出会えたことです。当

広島で教師になって良かった。
戦争の恐ろしさについて学習できます。そして、
児童とともに、これからの平和のために何ができ

時、私はサッカーをしていました。顧問の先生は、 るか考えていけるのがよいところだと思います。
チームの雰囲気が緩んでしまったり、おごった気
持ちでいたりすると厳しく指導してくださいまし
た。しかし、できないことに対しては、できるよ

児童にもできる喜びを
感じさせたい

うになるまで熱心に向き合ってくださり、できな
かったことができるようになったり、目標を達成

▶教員になるために、どのような勉強をしてきま
したか？
私は教員になるために ２ つのことに取り組みま
した。
１ つ目は、広島市の教育活動の特色を知ること

したりしたときには一緒に喜んでくださいました。 です。他の都道府県と比較することで広島市の特
このような経験から、子供にもできる喜びを感
じさせたいと思い、教員という職業を目指しまし

いま い

今井

なお や

教

２ つ目は、過去問を解いたことです。自分の強

で子供と関わることがしたかったため、小学校で

みを知ることより、自分の弱みは何かを知ること

教壇に立つことを選びました。

に重点を置きました。そして、弱みが強みになる

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

と信じて勉強しました。

広島市は、人類史上初の原子爆弾が落とされた

平成31年度採用
広島市立本川小学校

繰り返してはならないということを教えてくれて

そして、児童ができる喜びを味わえるような授業

います。その原爆ドームが身近に感じられるため、 づくりを目指していきます。

諭

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？
小学生の頃から学校に通うことが大好きで、多

生徒たちに楽しい学校生活を

由実

平成31年度採用
広島市立宇品中学校

教

教育をしていきたいです。
▶勤務している学校の子どもたちの様子はどのよ
うな感じですか？
明るく元気で、学校行事や部活動に積極的に取

す。楽しい学校生活を送れたのは、友達はもちろ

り組んでいます。生徒会執行部や部活動ごとでボ

ん、生徒に優しく寄り添い、支えてくれる先生方

ランティア清掃やあいさつ運動を行ったり、体育

がいらっしゃったからです。そんな先生方への思

祭や文化祭では、クラスの枠を超えて学校全体が

いは、いつからか「憧れ」に変わり、「私も教員に

一致団結したりと、活気で満ち溢れています。

なって、生徒たちに楽しい学校生活を送らせてあ

▶今後の目標は？

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

み

和な世界が続くことを祈って、子どもたちに平和

とが、教員になろうと思ったきっかけの １ つで

げたい！」と思うようになりました。

唐津

児童一人一人と向き合い、多様な考え方を受け
入れられるような力を身に付けていきたいです。

た。その中で、尊敬できる先生方に出会えたこ

ゆ

▶今後の目標は？

場所です。原爆ドームは、当時の悲惨な出来事を

くの友達と一緒に楽しい学校生活を送ってきまし

から つ

を強くすることができました。

た。また、特定の場面だけではなく、様々な場面

どんなことですか？

直哉

色が分かり、広島市の教員になりたいという思い

「先生の授業を受けられて良かった！」
「先生が
担任で良かった！」と思われ、卒業してからも生

どんなことですか？

徒の記憶に残る教員になることです。私は、自分

広島市では平和教育に携われることです。私た

が中学生の頃にお世話になった先生方のことを忘

ち教員は、原爆被爆都市である広島に住む現代の

れられません。それは、当時からずっと先生方を

子どもたちに、戦争の恐ろしさや平和の尊さを伝

尊敬していたからだと思います。私も、生徒から

える使命があると思います。語り部が少なくなっ

信頼され、安心して学校生活を送れるように、日

てきている中、広島市の教員として、その後を受

頃から良い関係を築いていきたいです。

け継ぐ必要があります。これからも戦争のない平

諭

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？
大学在学中に、中学校や高等学校の部活動指導

生徒ひとりひとりの可能性を
広げる手助けがしたい

に携わったことがきっかけです。同じ時間を共有

変心強いです。
▶初めて生徒の前に立った時は、どんな気持ちで
したか？

する中で、さまざまな表情を見せる生徒たちに何

1 年生入学オリエンテーションで300人以上の

度も心を動かされ、教員という仕事に魅力を感じ

生徒を前に校歌指導を行った際は、緊張で息が詰

始めました。部活動指導だけではなく学校生活の

まりそうでした。同時に、教員という立場になっ

さまざまな場面で生徒の成長に関わりたい、生徒

たのだということを自覚した瞬間でもありました。

一人一人の可能性を広げる手助けがしたいと思い、 決して分かりやすいとは言えない校歌指導だった

さ

た

佐田

はる な

晴菜

平成31年度採用
広島市立沼田高等学校

教員を志しました。

とは思いますが、徐々に歌えるようになっていく

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

生徒の姿を見て、胸が熱くなったのを覚えていま

どんなことですか？

す。こちらの発する言葉ひとつで生徒は大きく変

研修での学びを持ち帰り、現場に繋げられるこ

わっていきます。生徒たちと関わることのできる

とです。広島市は初任者への研修内容が非常に充

時間を大切にしていきたいです。

実しており、教員として必要な実践的指導力を高

▶今後の目標は？

めることができると感じています。また、市立高

生徒自身が学校生活を通じて「人として成長で

校の音楽科は市立高等学校総合文化祭などで交流

きた」という実感を持ち、それが卒業後、10年後、

があり、その中でも多くの学びを得ることができ

20年後にいきてくるように、日々生徒に寄り添い

ます。分からないことや悩むことがあっても、先

ながら成長の手助けをしていきたいです。

輩の先生方が優しく声をかけてくださるので、大

。 先輩へインタビュー
教

成長していく様子を
間近で感じれる

にしかわ

諭

かず ま

西川 和真

平成31年度採用
広島市立広島特別支援学校

養護教諭

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？
高校時代の担任の先生に教員を目指してみた

病気を未病のうちに防ぐ
生活習慣を子どもたちに

ち はる

渡邉 千晴
平成31年度採用
広島市立竹屋小学校

栄養教諭

食を通した教育に携わりたい

こ だま

ゆ

か

児玉 結香
平成31年度採用
広島市立緑井小学校

は、自分が力を伸ばしたいと考えた研修を選択す

ら？と言われたのがきっかけで、自分の好きな教

ることで、専門性を高めることができました。

科の体育の免許の取れる大学に進学しました。は

▶休日はどのようなことをして過ごしていますか？

じめはそこまで本気で目指していたわけではな

教員のソフトボールチームに所属しており、全

かったのですが、大学の授業や、教育実習に行っ

日本教員選手権で優勝するために、練習や試合を

た際に、子どもたちと関わる中で、喜びや感動、

しています。ソフトボール以外では、カメラを持っ

苦しみを共有でき、子どもたちが成長していく様

て出かけたり、おいしいものを食べたりしてリフ

子を間近で感じることがでました。こうした体験

レッシュをしています。休日を充実させることで

から、教員の仕事に魅力を感じ、教員になりたい

気持ちよく仕事ができています。

と強く思うようになりました。そして、臨採とし

▶今後の目標は？

て赴任した特別支援学校で子どもたちとの出会い

子どもの指導を通して自分の指導力を磨き、広

から、自立と社会参加に向けて、一人一人がもっ

い視野と多面的な視点で子どもを理解し、的確な

ている力を伸ばすための指導や支援をすることに

実態把握ができるようになりたいです。また、長

やりがいを感じ、特別支援学校の教員を目指した

いようで短い学校生活の中で、子どもたちにたく

いと思うようになりました。

さんのことを経験、体験させ、人とものと関わり

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

ながら、一人一人がもっている力を伸ばし、少し

どんなことですか？

でも自信をもって社会に出ることができるように、

初任者研修や選択研修、採用前研修など研修が

そして社会の中で協調して生活していくことがで

充実していることです。初任者研修では、教員と

きるように生徒を育てていきたいです。

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？

▶日頃の職務において、大切にしていることはど

養護教諭になる前は歯科衛生士をしていました。

んなことですか？

むし歯を見ながら、歯磨きという子どもの頃から

保健室から出るときに、子どもが笑顔でいられ

の生活習慣を大人になってから変容させることの

たらいいなと思っています。教室でまた頑張ろう

難しさを日々痛感していました。正しい知識と、

と思えるように、自分に必要な手当ては何か、保

健康であることの大切さを伝え、病気を未病のう

健室でどう過ごしたいか、納得できるまで子ども

ちに防ぐことのできる生活習慣を身につけた子ど

と一緒に考えるようにしています。保健室で過ご

もを育てたいと思い、養護教諭を目指しました。

す間にそれぞれの課題を自分で解決し、泣き顔か

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

ら笑顔になっていく子どもたちに、私自身もいつ

どんなことですか？

も元気をもらっています。

専門的な分野だけでなく、幅広い内容の研修が

▶今後の目標は？

充実していることです。特に初任者研修では、養

わたなべ

しての基礎基本から学ぶことができ、選択研修で

“縁の下の力持ち”のような存在になりたいです。

護教諭以外の先生方との交流がたくさんありまし

子どもが安心して過ごせるよう、他の先生と連携

た。学級経営や生徒指導など、普段保健室では触

し情報を共有できるよう、これからも学び続けま

れることの少ない事柄について、先生方の実体験

す。

を踏まえた話を聞くことができました。教室など、
保健室ではない場所で過ごす子どものために、養
護教諭として出来ることは何か考える貴重な経験
となり、研修を通して視野がぐんと広がりました。

▶教員になろうと思ったきっかけは何ですか？

▶実際勤め始めて、教員生活はどうですか？

私は小学校高学年のときの担任の先生がとても

はじめは慣れない環境で子どもたち相手に何が

印象に残っており、子どもと関わる仕事につきた

できるのか困っていました。しかし一緒に働く先

いと思ったのがきっかけです。そこから大学への

生方や給食調理員のみなさん、他校の栄養教諭の

進学を考えるにあたって食を通した教育に携わり

先生方が優しく声をかけてくださったのでとても

たいと思い、栄養教諭になりたいと考えるように

安心して働くことができました。また、給食を食

なりました。

べた子どもたちが「ごちそうさまでした」や「美味

▶広島市の教員になってよかったと感じることは

しかったよ」と言ってくれることが毎日の励みに

どんなことですか？

なっています。

広島の地場産物を取り入れた給食で、子どもた

▶今後の目標は？

ちに郷土食についての理解を深めてもらえること

教員 ２ 年目に入ったので、さらにいろいろな方

です。今後は地場産物を取り入れた献立を子ども

とコミュニケーションを図りながら校内に食育を

たちに考えてもらい、実際に給食として実現させ

浸透させていきたいと考えています。そのほかに

ていけたらいいなと考えています。広島ならでは

も、安心安全な給食の提供は基本であると同時に

の食材について知識を深めてもらい広島への愛着

とても大変なことだと実感しましたので、これか

をもってもらうと同時に、それぞれの地域に合っ

らも給食調理員の方々と安心安全でおいしい給食

た食べ物があるということに興味をもってもらえ

の追求をしていけたらと考えています。

たらと思います。

➡
➡

実践する力

理論

多様で実践的な内容で日々の実践をサポート！
学級づくり

人間関係づくり
学級づくりに大切な
ことは、一人一人を
認めていくことだと
思いました。明日か
ら個々の子供に寄り
添っていきます。

○採用前研修

よくある質問

Q1 初任給は、どのようになっていますか？
A1 令和 2 年 4 月 1 日採用の場合、初任給は次のようになっ
ています。
この金額は、大学や短大を卒業後すぐに採用された場合
の、給料月額、教職調整額、地域手当、教員特別手当及
びその合計です。また、学歴や職歴に応じて増額される
場合があります。
その他、期末勤勉手当、通勤手当、住居手当等を支給し
ています。
（単位：円）

小
・
中
学
校
中等教育学校
高等学校
特
別
支
援
学
校

こんな子供に育って
ほしいという姿を描
きながら、子供の困
り感に合った授業を
つくっていきたいで
す。

この他にも、各教科の授業づくり、特
別支援教育、生徒指導、教育相談等、
一人一人のニーズに応じて受講できる
研修も実施しています。

学級開きや授業づくり、
生徒指導、保護者対応
について学びます。

大学院修了
（修士）
給料月額
229,600
教職調整額
9,184
地域手当（10％）
23,878
教特手当
3,000
計
265,662
給料月額
220,300
教職調整額
8,812
地域手当（10％）
22,911
教特手当
3,000
計
255,023
給料月額
229,600
教職調整額
9,184
地域手当（10％）
23,878
教特手当
3,000
計
265,662

授業づくり

心にゆとりをもって
話を聴き、子供の思
いをしっかり受け止
める対応の大切さを
改めて感じました。

大学卒

短大卒

207,500
8,300
21,580
2,600
239,980
198,500
7,940
20,644
2,600
229,684
207,500
8,300
21,580
2,600
239,980

185,000
7,400
19,240
2,300
213,940
180,900
7,236
18,813
2,300
209,429
182,300
7,292
18,959
2,200
210,751

Q2 どのような福利厚生を受けられますか？
次のような制度を利用することができます。
A2 採用されると、
◦給付制度：病気、結婚、出産時等の給付金が受けられ
ます。
◦貸付制度：一般、教育、住宅、結婚等の貸付が受けら
れます。
◦検査制度：定期健康診断、人間ドック、節目年齢健診
等の検診を受診できます。

■お問い合わせ

広島市教育委員会事務局 学校教育部教職員課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目４番21号
（中区役所６階）
TEL	 : 	082-504-2199
FAX	 : 	082-504-2328
E-mail	 : 	kyoshoku@city.hiroshima.lg.jp

広島市では、研修を通して、
教師に求められる
資質能力の向上を図るとともに、
みなさんのやる気をサポートします！

教育実践や校務遂行の基礎・基本を身に付け

充実し た研修制度

実践

教師としての基礎・基本

初任者研修
採用前研修

Q&A
Q3 勤務時間・休暇時間は、どのようになっていま
すか？
A3 勤務時間は、原則として １ 日 ７ 時間45分、週38時間45分
です。
休暇制度は、 １ 年度に20日の年次有給休暇のほか、夏季
休暇、産前・産後休暇といった特別休暇や病気休暇、介
護休暇などがあります。
※広島市は働き方改革を推進しています。

Q4 健康支援や相談体制は、どのようになっていま
すか？
A4 定期健康診断などの各種定期検診をはじめ、保健師や臨

床心理士による健康相談、ストレスチェックの実施など、
心身ともに気持ちよく働くことができるようサポートし
ます。

Q5 勤務地を希望することはできますか？
A5 採用事務手続きにおいて、勤務するにあたって必要な配
慮事項等をお聞きします。勤務地については、諸条件を
考慮して決定します。

《広島市立学校データ》
校種
小学校
中学校
全日制
高等
定時制
学校
通信制

（R1. 5. 1 現在）

校園数

学級数

142
63
─
※

6
1
1
1※
─ ─

2,586
951
137
10
─

園児・児童・
教員数
生徒数
65,817
2,886
27,927
1,412
5,214
387
625
516

中等教育学校

1

24

699

45

特別支援学校
幼稚園
合計

1
19
234

110
44
3,862

560
839
102,197

168
33
4,931

※全日制・定時制併置校 １ 校、定時制・通信制併置校 １ 校

広島市教育委員会ホームページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/education/
（右のQRコードからもアクセスできます。➡）

広島市教育センターホームページ

http://www.center.edu.city.hiroshima.jp/
広Ⅹ１－２０２０－１５

