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Ⅳ 研修講座の実施要項

１ 基 本 研 修 講 座（Ａ講座）

○該当者全員が受講する研修講座です。

※以下，対象の「小・中学校」は義務教育学校，「小学校」

は義務教育学校の前期課程，「中学校」は義務教育学校

の後期課程をそれぞれ含むこととします。

教職経験者研修

◇初任者研修

◇実践的指導力習得研修（採用２年目，３年目）

◇教職５年目研修（採用５年目）

◇教職５年経験者研修（採用６年目）

◇実践的指導力向上研修（採用８年目）

◇中堅教諭等資質向上研修（在職期間10年）

◇実践的指導力発展研修

◇講師等研修

職務別研修

◇新任校長研修

◇新任教頭研修

◇新任教務主任研修

◇新任研究主任研修

◇新任学年主任研修

◇新任生徒指導主事研修

◇新任進路指導主事研修

◇特別支援学級新担任研修



期

○授業で取り組む情報教育（講義・演習）

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育（講義・演習）
Ⅴ

９／18
（水）

10:00～16:15

○生きる力を育む総合的な学習の時間（講義・協議）

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援①（講義・演習）

Ⅲ
６／12
（水）

10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開④【社会】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑤【体育】（講義・実技）

○体育・健康に関する指導（講義・演習）

Ⅳ

ａ
８／６
（火）

10:00～宿泊

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑥【図画工作】（講義・演習）

ｂ
８／７
（水）

9:00～15:15

○安全教育と応急手当（講義：Ａ－２と合同）
秋田大学大学院医学系研究科　教授　中永　士師明 

○いじめ等の問題行動や不登校の理解（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑦【家庭】（講義・演習）

○学校における教育相談（講義・演習）

○教員のメンタルヘルス（講義：Ａ－２と合同）

○生き生きとした学級経営（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）

Ⅱ
５／15
（水）

10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開①【国語】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開②【算数】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開③【理科】（講義・演習）

教員としての心構えを身に付けるとともに，学
習指導や学級経営，生徒指導等についての基礎
的・基本的な指導力を養う。

・今年度，小学校に新規に採用され，初任
　者研修Ａグループに所属する教諭

Ａ－１Ａ 初任者研修講座（小学校Ａ）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
４／17
（水）

10:00～16:15

【開講式】　初任者への期待（全校種合同）

○教育公務員の服務（講義：Ａ－１Ｂ，Ａ－２と合同）

○学校組織の一員として①－組織原則の理解－（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）

○授業づくりの基本（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）
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期 日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅵ

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑩【音楽】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【外国語活動・外国語】（講義・演習）10／16

（水）
10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑨【生活】（講義・演習）

Ⅶ
11／13
（水）

10:00～16:15

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援②（授業参観）

○主体的な児童を育てる特別活動（講義・演習）

○授業で育むプログラミング的思考（講義・演習）

備　　　考
Ⅲ期  ：県立総合プールを会場として研修を行う。詳細についてはⅡ期
　　　  の際に連絡する。
Ⅶ期  ：県立支援学校天王みどり学園で授業参観を行う。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅷ
１／８
（水）

10:00～16:15

○いじめや不登校への具体的な対応（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）

○学校組織の一員として②－目標管理－（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）

○キャリア教育の充実（講義・演習：Ａ－１Ｂと合同）

【閉講式】　初任者研修を終えるに当たって（全校種合同）

携　行　品

全期  ：「平成31年度新任教員のための研修の手引」
Ⅰ期  ：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
　 　 ：学級開きに使った資料８部（Ａ４判，学校名・氏名を入れる，
　　　  様式や枚数等は自由）
Ⅱ期  ：「小学校学習指導要領解説」国語編，算数編，理科編（平成29
　　　 　年，文部科学省）
Ⅲ期  ：「小学校学習指導要領解説」社会編，体育編（平成29年，文部
　　　  科学省），水泳用具一式
Ⅳ期ａ：「小学校学習指導要領解説」図画工作編，家庭編（平成29年，
　　　　文部科学省）
Ⅴ期  ：「小学校学習指導要領解説」総合的な学習の時間編，特別の教
　　　  科　道徳編（平成29年，文部科学省）
Ⅵ期  ：「小学校学習指導要領解説」外国語活動・外国語編，生活編，
　　　  音楽編（平成29年，文部科学省）
Ⅶ期  ：屋内用シューズ，「小学校学習指導要領解説」特別活動編（平
　　　  成29年，文部科学省）
Ⅷ期  ：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細についてはⅦ期の際に連
　　　　絡する）
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期

○授業で取り組む情報教育（講義・演習）

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育（講義・演習）

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援①（講義・演習）

○生きる力を育む総合的な学習の時間（講義・協議）
Ⅴ

９／25
（水）

10:00～16:15

Ⅲ
６／19
（水）

10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開④【社会】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑤【体育】（講義・実技）

○体育・健康に関する指導（講義・演習）

Ⅳ

ａ
８／８
（木）

10:00～宿泊

○安全教育と応急手当（講義：Ａ－３，Ａ－４と合同）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑦【家庭】（講義・演習）

ｂ
８／９
（金）

9:00～15:15

○学校における教育相談（講義・演習）

○教員のメンタルヘルス（講義：Ａ－３と合同）

○いじめ等の問題行動や不登校の理解（講義・演習）

秋田大学大学院医学系研究科　教授　中永　士師明 

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑥【図画工作】（講義・演習）

Ⅱ
５／22
（水）

10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開①【国語】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開②【算数】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開③【理科】（講義・演習）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
４／17
（水）

10:00～16:15

【開講式】　初任者への期待（全校種合同）

○教育公務員の服務（講義：Ａ－１Ａ，Ａ－２と合同）

○学校組織の一員として①－組織原則の理解－（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

○授業づくりの基本（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

○生き生きとした学級経営（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

教員としての心構えを身に付けるとともに，学
習指導や学級経営，生徒指導等についての基礎
的・基本的な指導力を養う。

・今年度，小学校に新規に採用され，初任
　者研修Ｂグループに所属する教諭

Ａ－１Ｂ 初任者研修講座（小学校B）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期 日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅵ

携　行　品

全期  ：「平成31年度新任教員のための研修の手引」
Ⅰ期  ：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
　 　 ：学級開きに使った資料８部（Ａ４判，学校名・氏名を入れる，
　　　  様式や枚数等は自由）
Ⅱ期  ：「小学校学習指導要領解説」国語編，算数編，理科編（平成29
　　　  年，文部科学省）
Ⅲ期  ：「小学校学習指導要領解説」社会編，体育編（平成29年，文部
　　　  科学省），水泳用具一式
Ⅳ期ａ：「小学校学習指導要領解説」図画工作編，家庭編（平成29年，
　　　　文部科学省）
Ⅴ期  ：「小学校学習指導要領解説」総合的な学習の時間編，特別の教
　　　  科　道徳編（平成29年，文部科学省）
Ⅵ期  ：「小学校学習指導要領解説」外国語活動・外国語編，生活編，
　　　  音楽編（平成29年，文部科学省）
Ⅶ期  ：屋内用シューズ，「小学校学習指導要領解説」特別活動編（平
　　　  成29年，文部科学省）
Ⅷ期  ：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細についてはⅦ期の際に連
　　　　絡する）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑩【音楽】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【外国語活動・外国語】（講義・演習）10／23

（水）
10:00～16:15

Ⅶ
11／20
（水）

10:00～16:15

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援②（授業参観）

○主体的な児童を育てる特別活動（講義・演習）

○授業で育むプログラミング的思考（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑨【生活】（講義・演習）

備　　　考
Ⅲ期  ：県立総合プールを会場として研修を行う。詳細についてはⅡ期
　　　  の際に連絡する。
Ⅶ期  ：県立支援学校天王みどり学園で授業参観を行う。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅷ
１／８
（水）

10:00～16:15

○いじめや不登校への具体的な対応（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

○学校組織の一員として②－目標管理－（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

○キャリア教育の充実（講義・演習：Ａ－１Ａと合同）

【閉講式】　初任者研修を終えるに当たって（全校種合同）
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期

○教科における基本的な指導技術と授業展開②（講義・演習）

○教科における評価の内容と方法（講義・協議・演習）
Ⅵ

10／９
（水）

10:00～16:15

７／３
（水）

10:00～16:15
○教科における基本的な指導技術と授業展開①（講義・演習）

Ⅴ
９／４
（水）

10:00～16:15
○高等学校との関連を踏まえた授業づくり（講義・協議：Ａ－３と合同）

○安全教育と応急手当（講義：Ａ－１Ａと合同）

○教員のメンタルヘルス（講義：Ａ－１Ａと合同）

○いじめ等の問題行動や不登校の理解（講義・演習）

秋田大学大学院医学系研究科　教授　中永　士師明 

Ⅱ

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育（講義・演習）

Ⅳ

ａ
８／６
（火）

10:00～宿泊

○学校における教育相談（講義・演習）

○主体的な生徒を育てる特別活動（講義・演習）

ｂ
８／７
（水）

9:00～15:15

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援①（講義・演習）

５／８
（水）

10:00～16:15

○教科指導の現状と課題（講義）

○教科指導計画の作成（講義・演習）

○学習指導要領の要点（講義・演習）

Ⅲ

Ⅰ
４／17
（水）

10:00～16:15

【開講式】　初任者への期待（全校種合同）

○生き生きとした学級経営（講義・演習）

教員としての心構えを身に付けるとともに，学
習指導や学級経営，生徒指導等についての基礎
的・基本的な指導力を養う。

・今年度，中学校に新規に採用された教
　諭

○教育公務員の服務（講義：Ａ－１Ａ，Ａ－１Ｂと合同）

○学校組織の一員として①－組織原則の理解－（講義・演習）

○授業づくりの基本（講義・演習）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ａ－２ 初任者研修講座（中学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期 日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅶ
11／６
（水）

10:00～16:15

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援②（授業参観）

○生きる力を育む総合的な学習の時間（講義・協議）

○いじめや不登校への具体的な対応（講義・演習）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅷ
１／８
（水）

10:00～16:15

○授業で取り組む情報教育（講義・演習）

○学校組織の一員として②－目標管理－（講義・演習）

○キャリア教育の充実（講義・演習）

【閉講式】　初任者研修を終えるに当たって（全校種合同）

携　行　品

全期 ：「平成31年度新任教員のための研修の手引」
Ⅰ期 ：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
　　 ：学級開きに使った資料８部（Ａ４判，学校名・氏名を入れる，
       様式や枚数等は自由）
Ⅱ期，Ⅲ期，Ⅴ期，Ⅵ期
　　 ：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣(平成29年，文部科学省)
Ⅳ期a：「中学校学習指導要領解説」特別の教科　道徳編，特別活動編
　　　 (平成29年，文部科学省）
Ⅲ期，Ⅴ期，Ⅵ期
     ：「模擬授業研修」の場合は，学習指導案と授業に必要な教材・
　　　 教具等
     ：「ビデオ授業研修」の場合は，自分の授業を録画したＤＶＤと
　　　 学習指導案
Ⅶ期 ：「中学校学習指導要領解説」総合的な学習の時間編(平成29年，
　　　 文部科学省）
　　 ：屋内用シューズ
Ⅷ期 ：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細についてはⅦ期の際に連
　　　 絡する）

Ⅱ期，Ⅲ期，Ⅴ期，Ⅵ期
　　 ：担当教科ごとに受講する。
　　 ：「模擬授業研修」「ビデオ授業研修」のいずれかを行う。詳細
       についてはⅡ期の際に連絡する。
Ⅶ期 ：県立支援学校天王みどり学園で授業参観を行う。

備　　　考
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期

教員としての心構えを身に付けるとともに，学
習指導やホームルーム経営，生徒指導等について
の基礎的・基本的な指導力を養う。

・今年度，高等学校に新規に採用された
　教諭

Ａ－３ 初任者研修講座（高等学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
４／17
（水）

10:00～16:15

【開講式】　初任者への期待（全校種合同）

○教育公務員の服務（講義）

○学校組織の一員として①－組織原則の理解－（講義・演習）

○授業づくりの基本（講義・演習）

○授業で取り組む情報教育①（講義・演習）

Ⅲ
６／26
（水）

10:00～16:15

○教科における基本的な指導技術と授業展開（講義・演習）

○キャリア教育の充実（講義・演習）

○教科における評価の内容と方法（講義・協議）

Ⅱ
５／15
（水）

10:00～16:15

○教科指導の現状と課題（講義）

○学習指導要領の要点（講義・演習）

○教科指導計画の作成（講義・演習）

Ⅵ

Ⅴ
９／４
（水）

10:00～16:15
○中学校との関連を踏まえた授業づくり（講義・協議：Ａ－２と合同）

○授業展開の方法と実際①（講義・協議）

○教材研究と教材開発の工夫（講義・演習）

９／18
（水）

10:00～16:15

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育（講義・協議）

○生きる力を育む総合的な学習の時間（講義・協議）

○安全教育と応急手当（講義：Ａ－１Ｂ，Ａ－４と合同）

８／８
(木)

10:00～宿泊

Ⅳ

ａ

秋田大学大学院医学系研究科　教授　中永　士師明 

○授業で取り組む情報教育②（講義・演習）

ｂ
８／９
(金)

9:00～15:15

○学校における教育相談（講義・演習）

○教員のメンタルヘルス（講義：Ａ－1Ｂと合同）

○いじめ等の問題行動や不登校の理解（講義・演習）
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期

Ⅷ
10／30
（水）

10:00～16:15

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援①（授業参観）

○特別な支援を要する児童生徒の理解と支援②（講義・演習）

○授業展開の方法と実際②（講義・協議）

Ⅸ
１／８
（水）

10:00～16:15

○いじめや不登校への具体的な対応（講義・演習）

○特別活動の理解とホームルーム経営（講義・協議）

○学校組織の一員として②－目標管理－（講義・演習）

【閉講式】　初任者研修を終えるに当たって（全校種合同）

携　行　品

全期 ：「平成31年度新任教員のための研修の手引」
Ⅰ期 ：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
Ⅱ期，Ⅲ期，Ⅴ期，Ⅵ期，Ⅶ期，Ⅷ期
　　 ：担当教科の「高等学校学習指導要領解説」（平成30年，文部科
　　　 学省）
Ⅳ期a：自校の道徳教育全体計画（部数についてはⅢ期の際に連絡する)
Ⅴ期，Ⅵ期
　　 ：「模擬授業研修」の場合は，学習指導案と授業に必要な教材・
　　　 教具等
     ：「ビデオ授業研修」の場合は，自分の授業を録画したＤＶＤと
　　　 学習指導案等
Ⅷ期 ：屋内用シューズ
Ⅸ期 ：「学校要覧」等自校の教育計画

備　　　考

Ⅴ期，Ⅵ期
　　 ：「模擬授業研修」「ビデオ授業研修」のいずれかを行う。詳細
       についてはⅡ期の際に教科ごとに連絡する。
Ⅶ期 ：所属校での授業実践・参観及び協議を行う。なお，実施日，内
　　　 容等詳細についてはⅢ期の際に教科ごとに連絡する。
Ⅷ期 ：県立支援学校天王みどり学園で授業参観を行う。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅶ

10／２
（水）

10:00～16:15
＊標準実施日

○授業実践研修（授業実践・参観及び協議）
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期

○教科における基本的な指導技術と授業展開⑤【体育】（講義・演習）

○キャリア教育の充実（講義・演習）

○特別支援学校における進路指導（講義・演習）

○コミュニケーション能力の素地を育成する外国語活動（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開④【図画工作】（講義・演習）

○特別支援学校における授業づくり②（講義・演習）

○授業分析と授業改善（協議）

９／25
（水）

10:00～16:15
Ⅴ

Ⅵ

ａ
10／17
（木）

10:00～宿泊

ｂ
10／18
（金）

9:00～15:15

Ⅶ
１／８
（水）

10:00～16:15

○主体的な児童生徒を育てる特別活動（講義・演習）

【閉講式】　初任者研修を終えるに当たって（全校種合同）

○他者と共によりよく生きる力を育てる道徳教育（講義・演習）

○学校組織の一員として② －目標管理－（講義・演習）

Ⅳ
８／８
（木）

10:00～16:15

○安全教育と応急手当（講義：Ａ－１Ｂ，Ａ－３と合同）

○教員のメンタルヘルス（講義）

○教育相談と保護者との連携（講義・演習）

                               　 秋田大学大学院医学系研究科　教授　中永　士師明 

教員としての心構えを身に付けるとともに，学
習指導や学級経営，生徒指導等についての基礎
的・基本的な指導力を養う。

・今年度，特別支援学校に新規に採用され
  た教諭

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
４／17
（水）

10:00～16:15

【開講式】　初任者への期待（全校種合同）

○教育公務員の服務（講義）

○学校組織の一員として①－組織原則の理解－（講義・演習）

○特別支援学校の教育課程（講義・演習）

○特別支援学校における授業づくり①（講義・演習）

Ⅲ
６／12
（水）

10:00～16:15
○教科における基本的な指導技術と授業展開③【算数】（講義・演習）

○特別支援学校における各教科等を合わせた指導と自立活動 （講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開①【音楽】（講義・演習）

○教科における基本的な指導技術と授業展開②【国語】（講義・演習）

○発達障害の理解と対応（講義・演習）Ⅱ
５／22
（水）

10:00～16:15
○いじめ等の問題行動や不登校の理解（講義・演習）

Ａ－４ 初任者研修講座（特別支援学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

- 21 -



（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018－873－7215）

備　　　考
全期 ：研修講座に必要な連絡や提出物等については，当センターのウェ
       ブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに記載するので
       随時確認すること。

携　行　品

全期 ：「平成31年度新任教員のための研修の手引」

Ⅰ期 ：「平成29年度版秋田県教育関係職員必携」

　　 ：「特別支援教育のミニマムスタンダード」(当センターウェブサ
　　　 イトから各自ダウンロード）
Ⅱ期 ：「特別支援学校学習指導要領解説」各教科等編(小学部・中学部)
　　　（平成29年，文部科学省）
     ：「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説」自立活動編(幼稚
　　　 部・小学部・中学部)（平成29年，文部科学省）
Ⅲ期 ：「小学校学習指導要領解説」音楽編，国語編，算数編(平成29年，
　　　 文部科学省）
Ⅴ期 ：「小学校学習指導要領解説」図画工作編(平成29年，文部科学省)

Ⅵ期a：学習指導案，授業を録画したＤＶＤ

　　 ：運動着等動きやすい服装，屋内用シューズ
Ⅶ期 ：「小学校学習指導要領解説」特別活動編，特別の教科　道徳編
   　　（平成29年，文部科学省）
　　 ：「学校要覧」等自校の教育計画

　　 ：「特別支援教育のミニマムスタンダード」
　　 ：「小学校学習指導要領解説」体育編（平成29年，文部科学省）
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期

期

備　　　考
・５月上旬に，受講教科の希望をとり，決定の後，担当から受講者に
  連絡する。Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－６ 実践的指導力習得研修講座（小学校３年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高

め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて３年目
　で，今年度小学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／28
（金）

10:00～16:15

○保護者対応と連携（講義・演習）

○模擬授業研修（演習・協議）

携　行　品

全期：受講教科の｢小学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅰ期：学校教育目標や重点事項が記載されている「学校要覧」等自校
      の教育計画
Ⅱ期：模擬授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）

８／５
（月）

10:00～16:15
Ⅱ

○教材研究と教材開発の実際（講義・演習）

６／13
（木）

10:00～16:15
Ⅰ

日　　時

Ａ－５ 実践的指導力習得研修講座（小学校２年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて２年目
　で，今年度小学校に所属する教諭

○保護者対応と連携（講義・演習）

○学校組織の一員として－学校教育目標と学級経営－（講義・演習）

○学校組織の一員として－学校教育目標と学級経営－（講義・演習）

○教材研究と教材開発の実際（講義・演習）

備　　　考

・５月上旬に，受講教科の希望をとり，決定の後，担当から受講者に
  連絡する。Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。
・学習指導案，授業を録画したＤＶＤを８月８日（木）までに当セン
　ターへ送付すること。詳細については，担当から受講者に連絡する。

全期：受講教科の｢小学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅰ期：学校教育目標や重点事項が記載されている「学校要覧」等自校
      の教育計画
Ⅱ期：録画した授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応
      じて）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
８／19
（月）

10:00～16:15
○グループ別授業分析（演習・協議）

携　行　品
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期

期

備　　　考
・Ⅰ期の際，グループごとにⅡ期に提示する模擬授業の構想を練るの
　で，各自考えておく。
・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○模擬授業研修（演習・協議）

携　行　品

全期：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅰ期：学校教育目標や重点事項が記載されている「学校要覧」等自校
      の教育計画
Ⅱ期：模擬授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）

８／21
（水）

10:00～16:15
Ⅱ

○教材研究と教材開発の実際（講義・演習）

７／10
（水）

10:00～16:15
Ⅰ

日　　時

Ａ－７ 実践的指導力習得研修講座（中学校２年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて２年目
　で，今年度中学校に所属する教諭

○保護者対応と連携（講義・演習）

○学校組織の一員として－学校教育目標と学級経営－（講義・演習）

Ａ－８ 実践的指導力習得研修講座（中学校３年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高

め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて３年目
　で，今年度中学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／９
（火）

10:00～16:15

○保護者対応と連携（講義・演習）

○学校組織の一員として－学校教育目標と学級経営－（講義・演習）

○教材研究と教材開発の実際（講義・演習）

備　　　考
・Ⅰ期の際，グループごとにⅡ期に提示する模擬授業の構想を練るの
　で，各自考えておく。
・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
８／22
（木）

10:00～16:15
○模擬授業研修（演習・協議）

携　行　品

全期：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅰ期：学校教育目標や重点事項が記載されている「学校要覧」等自校
      の教育計画
Ⅱ期：模擬授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
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期

期

備　　　考 ・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
９／３
（火）

10:00～16:15
○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践②（演習・協議：Ａ－９と合同）

携　行　品
全期：担当教科の｢高等学校学習指導要領解説｣(平成30年，文部科学省)
Ⅰ期：今年度授業で使用している教科書（任意の１科目）
　　：「学校要覧」等自校の教育計画

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導やホームルーム経営，生徒指導等に
ついての実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて３年目
　で，今年度高等学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／７
（金）

10:00～16:15

○保護者対応と連携（講義・演習：Ａ－９と合同）

○学校組織の一員として－学校教育目標とホームルーム経営－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　        （講義・演習：Ａ－９と合同）

○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （講義・協議・演習：Ａ－９と合同）

Ａ－１０ 実践的指導力習得研修講座（高等学校３年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                （講義・協議・演習：Ａ－10と合同）

６／７
（金）

10:00～16:15
Ⅰ

日　　時

Ａ－９ 実践的指導力習得研修講座（高等学校２年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導やホームルーム経営，生徒指導等に
ついての実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて２年目
　で，今年度高等学校に所属する教諭

○保護者対応と連携（講義・演習：Ａ－10と合同）

○学校組織の一員として－学校教育目標とホームルーム経営－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             （講義・演習：Ａ－10と合同）

備　　　考 ・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践②（演習・協議：Ａ－10と合同）

携　行　品
全期：担当教科の｢高等学校学習指導要領解説｣(平成30年，文部科学省)
Ⅰ期：今年度授業で使用している教科書（任意の１科目）
　　：「学校要覧」等自校の教育計画

９／３
（火）

10:00～16:15
Ⅱ
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期

期

備　　　考
全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センターウェ
　　　ブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載するので，
　　　随時確認をすること。

（連絡先：特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

Ⅱ
11／21
（木）

10:00～16:15
○授業分析と授業改善（協議：Ａ－28と合同）

携　行　品

Ⅰ期：課題レポート，年間指導計画，教材・教具（Ⅱ期で提示する授業の
      もの）
Ⅱ期：９～11月に実施した授業に関わる次の①～③のもの
　　　①学習指導案（略案可）
　　　②授業を録画したＤＶＤ（パソコンやＤＶＤプレーヤー等で再生可
　　　　能なことを確認すること）
　　　③教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
　　：課題レポート

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援学
  校の教諭として採用されて３年目で，今年
  度特別支援学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／21
（金）

10:00～16:15

○児童生徒理解を深めるために（講義・演習：Ａ－11と合同）

○教材研究と教材開発の実際（講義・協議：Ａ－11と合同）

Ａ－１２ 実践的指導力習得研修講座（特別支援学校３年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

６／21
（金）

10:00～16:15
Ⅰ

日　　時

Ａ－１１

○児童生徒理解を深めるために（講義・演習：Ａ－12と合同）

○教材研究と教材開発の実際（講義・協議：Ａ－12と合同）

実践的指導力習得研修講座（特別支援学校２年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，学習指導や学級経営，生徒指導等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援学
　校の教諭として採用されて２年目で，今年
　度特別支援学校に所属する教諭

備　　　考
全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センターウェ
　　　ブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載するので，
　　　随時確認をすること。

（連絡先：特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

○授業分析と授業改善（協議）

携　行　品

Ⅰ期：課題レポート，年間指導計画，教材・教具（Ⅱ期で提示する授業の
　　　もの）
Ⅱ期：７～９月に実施した授業に関わる次の①～③のもの
　　　①学習指導案（略案可）
　　　②授業を録画したＤＶＤ（パソコンやＤＶＤプレーヤー等で再生可
　　　　能なことを確認すること）
　　　③教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
　　：課題レポート

10／４
（金）

10:00～16:15
Ⅱ

- 26 -



期

期

学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高
め，保健教育や健康管理，健康相談等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校に採用されて２年目の養護教諭

Ａ－１３ 実践的指導力習得研修講座（養護教諭２年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

Ⅱ
９／24
(火)

10:00～16:15

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／16
(火)

10:00～16:15

○保護者対応と連携（講義・演習：Ａ－14と合同）
○学校組織の一員として－学校教育目標と保健室経営－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （講義・協議：Ａ－14と合同）
○教員のメンタルヘルス（講義・演習：Ａ－14と合同）

○特別支援学校における児童生徒の理解（参観・説明：Ａ－14と合同）

○学校において予防すべき感染症の解説（講義：Ａ－14と合同）

○眠りの大切さ－子どもの眠りを考える－（講義・演習：Ａ－14と合同）

携　行　品
Ⅰ期：自校の保健室経営計画
Ⅱ期：｢学校において予防すべき感染症の解説｣(平成30年，文部科学省)
　　：屋内用シューズ

備　　　考 Ⅱ期：県立支援学校天王みどり学園で参観し，説明を受ける。

（連絡先：研修班　 ℡　018-873-7202）

Ａ－１４ 実践的指導力習得研修講座（養護教諭３年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高

め，保健教育や健康管理，健康相談等についての
実践的指導力を身に付ける。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校に採用されて３年目の養護教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／16
(火)

10:00～16:15

○保護者対応と連携（講義・演習：Ａ－13と合同）
○学校組織の一員として－学校教育目標と保健室経営－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （講義・協議：Ａ－13と合同）
○教員のメンタルヘルス（講義・演習：Ａ－13と合同）

Ⅱ
９／24
(火)

10:00～16:15

○特別支援学校における児童生徒の理解（参観・説明：Ａ－13と合同）

○学校において予防すべき感染症の解説（講義：Ａ－13と合同）

○眠りの大切さ－子どもの眠りを考える－（講義・演習：Ａ－13と合同）

携　行　品
Ⅰ期：自校の保健室経営計画
Ⅱ期：｢学校において予防すべき感染症の解説｣(平成30年，文部科学省)
　　：屋内用シューズ

備　　　考 Ⅱ期：県立支援学校天王みどり学園で参観し，説明を受ける。

（連絡先：研修班　 ℡　018-873-7202）
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期

備　　　考

・Ⅰ期の「児童の実態を踏まえた授業改善①・②」は，異なる２教科を
　選択し，受講する。受講教科は，５月に事前アンケートを実施し，決
　定した後，教科指導上の課題に関するレポートの様式や内容等につい
　ての詳細も併せて，担当から受講者に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，各校で適宜日程を決めて実施す
　ること。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
11／１
（金）

10:00～16:15

○授業で育むプログラミング的思考（講義・演習）

○児童理解と人間関係づくり（講義・演習）

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習）

携　行　品

Ⅰ期：受講教科の「小学校学習指導要領解説」(平成29年，文部科学省)
　　：教科指導上の課題に関するレポート
Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細についてはⅠ期の際に連絡
　　　する）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
９／９
（月）

10:00～16:15

○児童の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習）

○児童の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習）

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて５年目で，
  今年度小学校に所属する教諭

Ａ－１５ 教職５年目研修講座（小学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習）

○生徒の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習）

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習）

○生徒の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習）

Ⅰ
９／２
（月）

10:00～16:15

10／21
（月）

10:00～16:15
Ⅱ

○生徒理解と人間関係づくり（講義・演習）

備　　　考

・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，各校で適宜日程を決めて実施す
　ること。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品
全期：担当教科の「中学校学習指導要領解説」(平成29年,文部科学省)
Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細については，Ⅰ期の際に連
　　　絡する）

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて５年目で，
  今年度中学校に所属する教諭

日　　　時

Ａ－１６ 教職５年目研修講座（中学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容
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期

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
　学校の教諭として採用されて５年目で，
　今年度高等学校に所属する教諭

Ａ－１７ 教職５年目研修講座（高等学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／14
（金）

10:00～16:15

備　　　考

・Ⅰ期で用いる資料等の様式，内容，部数等の詳細については，５月上
　旬に担当から受講者に連絡する。
・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，各校で適宜日程を決めて実施す
　ること。

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－22と合同）

○生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－22と合同）

○生徒の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習：Ａ－22と合同）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
９／17
（火）

10:00～16:15

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習：Ａ－22と合同）

○生徒の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習：Ａ－22と合同）

携　行　品
全期：担当教科の｢高等学校学習指導要領解説｣(平成30年，文部科学省)
Ⅰ期：授業改善や教科指導上の課題に関する資料等
　　：「学校要覧」等自校の教育計画
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期

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて５年目
　で，今年度特別支援学校に所属する教
　諭

Ａ－１８ 教職５年目研修講座（特別支援学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

Ⅰ期：「学校要覧」等自校の教育計画
Ⅱ期：９～10月に実施した授業に関わる次の①～③のもの
　　　①学習指導案
　　　②授業を録画したＤＶＤ（パソコンやＤＶＤプレイヤー等で再
　　　　生可能なことを確認すること）
　　　③教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
　　：課題レポート

全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センター
　　　ウェブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載す
　　　るので，随時確認をすること。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示さ
  れる「校内・園内研修等」については，各校で適宜日程を決めて実
  施すること。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018－873－7215）

研　　　修　　　内　　　容　

Ⅰ
7／11
（木）

10:00～16:15

日　　　時

Ⅱ
10／31
（木）

10:00～16:15
○授業分析と授業改善（協議）

〇児童生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－23と合同）

〇学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－23と合同）

〇児童生徒の実態を踏まえた授業改善（講義・演習：Ａ－23と合同）

備　　　考

携　行　品
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期

Ⅰ
５／22
(水)

10:00～16:15

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
11／15
(金)

10:00～16:15

携　行　品

Ⅰ期：「学校要覧」等自校の教育計画
Ⅱ期：「学校における子供の心のケア－サインを見逃さないために－」
　　　(平成26年，文部科学省)
　　：「子供たちを児童虐待から守るために－養護教諭のための児童虐
      待対応マニュアル－」(平成26年，公財日本学校保健会)
　　：「『子供の心のケアのために』（保護者用）」（平成27年，文部
　　　科学省）

備　　　考
※「秋田県教職員研修体系」(平成30年，秋田県教育委員会)に示される
  「校内・園内研修等」については，各校で適宜日程を決めて実施する
  こと。

○災害や事件・事故発生時における心のケア（講義・演習：Ａ－24と合同）
　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学教育文化学部　准教授　北島　正人

○児童虐待への対応（講義・演習：Ａ－24と合同）

○児童生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－24と合同）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－24と合同）

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習：Ａ－24と合同）

○発達障害のある児童生徒の理解と支援（講義・演習：Ａ－24と合同）

学校組織マネジメントの意識を高め，保健教育
や健康管理，健康相談等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校に採用されて５年目の養護教諭

Ａ－１９ 教職５年目研修講座（養護教諭）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

備　　　考

・Ⅰ期の「児童の実態を踏まえた授業改善①・②」は，異なる２教科を
　選択し，受講する。受講教科は，５月に事前アンケートを実施し，決
　定した後，教科指導上の課題に関するレポートの様式や内容等につい
　ての詳細も併せて，担当から受講者に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，「教職５年目研修」に準じ，各
　校で適宜日程を決めて実施すること。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
11／15
（金）

10:00～16:15

○授業で育むプログラミング的思考（講義・演習）

○児童理解と人間関係づくり（講義・演習）

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習）

携　行　品

Ⅰ期：受講教科の｢小学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
　　：教科指導上の課題に関するレポート
Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細についてはⅠ期の際に連絡
　　　する）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
９／10
（火）

10:00～16:15

○児童の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習）

○児童の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習）

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて６年目で，
  今年度小学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２０ 教職５年経験者研修講座（小学校６年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習）

○生徒の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習）

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習）

○生徒の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習）

Ⅰ
８／29
（木）

10:00～16:15

10／28
（月）

10:00～16:15
Ⅱ

○生徒理解と人間関係づくり（講義・演習）

備　　　考

・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，「教職５年目研修」に準じ，各
　校で適宜日程を決めて実施すること。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品
全期：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣（平成29年,文部科学省）
Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画（詳細については，Ⅰ期の際に連
　　　絡する）

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて６年目で，
  今年度中学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時

Ａ－２１ 教職５年経験者研修講座（中学校６年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容
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期

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
　学校の教諭として採用されて６年目で，
　今年度高等学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２２ 教職５年経験者研修講座（高等学校６年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／14
（金）

10:00～16:15

備　　　考

・Ⅰ期で用いる資料等の様式，内容，部数等の詳細については，５月上
　旬に担当から受講者に連絡する。
・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，「教職５年目研修」に準じ，各
　校で適宜日程を決めて実施すること。

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－17と合同）

○生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－17と合同）

○生徒の実態を踏まえた授業改善①（講義・協議・演習：Ａ－17と合同）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
９／17
（火）

10:00～16:15

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習：Ａ－17と合同）

○生徒の実態を踏まえた授業改善②（講義・協議・演習：Ａ－17と合同）

携　行　品
全期：担当教科の｢高等学校学習指導要領解説｣(平成30年，文部科学省)
Ⅰ期：授業改善や教科指導上の課題に関する資料等
　　：「学校要覧」等自校の教育計画
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期

Ⅰ　期：「学校要覧」等自校の教育計画
Ⅱ　期：９～11月に実施した授業に関わる次の①～③のもの
　　　　①学習指導案
　　　　②授業を録画したＤＶＤ（パソコンやＤＶＤプレイヤー等で再
　　　　　生可能なことを確認すること）
　　　　③教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
　　　：課題レポート

全　期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センター
　　　　ウェブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載す
　　　　るので，随時確認をすること。

※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，「教職５年目研修」に準じ，各
　校で適宜日程を決めて実施すること。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018－873－7215）

研　　　修　　　内　　　容　

Ⅰ
7／11
（木）

10:00～16:15

日　　　時

Ⅱ
11／15
（金）

10:00～16:15
○授業分析と授業改善（協議）

〇児童生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－18と合同）

〇学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－18と合同）

〇児童生徒の実態を踏まえた授業改善（講義・演習：Ａ－18と合同）

備　　　考

携　行　品

学校組織マネジメントの意識を高め，学習指導
や学年経営，生徒指導等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
　学校の教諭として採用されて６年目で，
　今年度特別支援学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２３ 教職５年経験者研修講座（特別支援学校６年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

Ⅰ
５／22
(水)

10:00～16:15

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
11／15
(金)

10:00～16:15

携　行　品

Ⅰ期：「学校要覧」等自校の教育計画
Ⅱ期：「学校における子供の心のケア－サインを見逃さないために－」
　　　(平成26年，文部科学省)
　　：「子供たちを児童虐待から守るために－養護教諭のための児童
　　　虐待対応マニュアル－」(平成26年，公財日本学校保健会)
　　：「子供の心のケアのために(保護者用)｣(平成27年，文部科学省)

備　　　考
※「秋田県教職員研修体系」（平成30年，秋田県教育委員会）に示され
　る「校内・園内研修等」については，「教職５年目研修」に準じ，各
　校で適宜日程を決めて実施すること。

○災害や事件・事故発生時における心のケア（講義・演習：Ａ－19と合同）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋田大学教育文化学部　准教授　北島　正人

○児童虐待への対応（講義・演習：Ａ－19と合同）

○児童生徒理解と人間関係づくり（講義・演習：Ａ－19と合同）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○学校組織の一員として－マネジメントの視点－（講義・演習：Ａ－19と合同）

○教師が使えるカウンセリングの技法（講義・演習：Ａ－19と合同）

○発達障害のある児童生徒の理解と支援（講義・演習：Ａ－19と合同）

学校組織マネジメントの意識を高め，保健教育
や健康管理，健康相談等についての実践的指導力
の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校に採用されて６年目の養護教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２４ 教職５年経験者研修講座（養護教諭６年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

期

備　　　考
・学習指導案，授業を録画したＤＶＤを，８月30日（金）までに当セン
  ターへ送付すること。詳細については，担当から受講者に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
９／11
（水）

10:00～16:15
○授業評価による継続的な授業改善－グループ別授業分析－（演習・協議）

携　行　品
Ⅱ期：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
　　：録画した授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応じ
　　　て）

自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等
に応じた資質能力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて８年目で，
  今年度中学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／10
（月）

10:00～16:15

○事例を通した生徒理解と対応（講義・演習：Ａ－29と合同）

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （講義・演習：Ａ－29と合同）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習：Ａ－29と合同）

Ａ－２６ 実践的指導力向上研修講座（中学校８年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等
に応じた資質能力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて８年目で，
  今年度小学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２５ 実践的指導力向上研修講座（小学校８年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

研　　　修　　　内　　　容

備　　　考

・５月上旬に，受講教科の希望をとり，決定の後，担当から受講者に連
  絡する。
・学習指導案，授業を録画したＤＶＤを，８月６日（火）までに当セン
　ターへ送付すること。詳細については，担当から受講者に連絡する。

○事例を通した児童理解と対応（講義・演習：Ａ－29と合同）

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講義・演習：Ａ－29と合同）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習：Ａ－29と合同）

日　　　時

６／20
（木）

10:00～16:15
Ⅰ

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○授業評価による継続的な授業改善－グループ別授業分析－（演習・協議）

携　行　品
Ⅱ期：受講教科の｢小学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
　　：録画した授業に関わる教科書，資料，教材・教具等（必要に応じ
　　　て）

８／16
（金）

10:00～16:15
Ⅱ
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期

期

備　　　考
全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センターウェ
      ブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載するので，
      随時確認をすること。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

Ⅱ
11／21
（木）

10:00～16:15
○授業分析と授業改善（協議：Ａ－12と合同）

携　行　品

Ⅰ期：５～７月に実施した授業に関わる次の①～③のもの
　　　①学習指導案
　　　②授業を録画したＤＶＤ（パソコンやＤＶＤプレーヤー等で再生可
　　　　能なことを確認すること）
　　　③教科書，資料，教材・教具等（必要に応じて）
　　：課題レポート
Ⅱ期：課題レポート

自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等に
応じた資質能力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて８年目で，
  今年度特別支援学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／９
（火）

10:00～16:15

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－（講義・演習）

○授業分析と授業改善
   　 －児童生徒理解に基づいたカリキュラム・マネジメントの視点から－（協議）

Ａ－２８ 実践的指導力向上研修講座（特別支援学校８年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　時

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

研　　　修　　　内　　　容

携　行　品

Ⅱ期：担当教科の「高等学校学習指導要領解説」(平成30年,文部科学省)
　　：一年以内に作成した学習指導案（Ａ４判,学校名,氏名を入れる）
　　：「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」
　　　（国立教育政策研究所　＊ダウンロード版可）

備　　　考 ・Ⅱ期の詳細については，Ⅰ期の際に連絡する。

○事例を通した生徒理解と対応（講義・演習：Ａ－29と合同）

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－
                                           （講義・演習：Ａ－29と合同）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習：Ａ－29と合同）

９／20
（金）

10:00～16:15

７／５
（金）

10:00～16:15
Ⅰ

Ⅱ ○授業評価による継続的な授業改善－グループ別協議－（協議･演習）

自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等に
応じた資質能力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援
  学校の教諭として採用されて８年目で，
  今年度高等学校に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２７ 実践的指導力向上研修講座（高等学校８年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期 日　　　時

Ⅰ

６／20(木)小
６／10(月)中
７／５(金)高
10:00～16:15
※各校種合同

Ⅱ
９／26
（木）

10:00～16:15

○事例を通した児童生徒理解と対応（講義・演習）

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－（講義･演習）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習）

○学校全体で取り組む情報教育（講義・協議・演習）

○コーチングの基礎（講義・演習）

○犯罪被害に遭った子どもへの対応（講義）

自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等
に応じた資質能力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校に採用されて８年目の養護教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－２９ 実践的指導力向上研修講座（養護教諭８年目）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

携　行　品
Ⅱ期：「学校における子供の心のケア－サインを見逃さないために－」
　　　(平成26年，文部科学省)

備　　　考

※Ⅰ期は，Ａ－25小学校Ⅰ期(６／20)，Ａ－26中学校Ⅰ期(６／10)，
　Ａ－27高等学校Ⅰ期(７／５)の該当する各校種と合同で受講する。
　特別支援学校は，いずれかの校種を選択し担当に連絡の上，受講す
　る。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）
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期

Ⅲ
９／26
（木）

10:00～16:15

10／23
（水）

10:00～16:15

携　行　品

Ⅳ

Ⅱ期：受講教科の指導に関する実践レポート（児童の主体性に配慮した
　　　授業実践についてまとめたもの，様式や部数等詳細についてはⅠ
　　　期の際に連絡する）
    ：受講教科の｢小学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅲ期：協議したい気になる児童の事例についてのレポート
　　　（様式や部数等詳細についてはⅠ期の際に連絡する）
Ⅳ期：「小学校学習指導要領解説」特別活動編，特別の教科　道徳編，
　　　(平成29年，文部科学省)
Ⅴ期：「秋田県教育関係職員必携（最新版）」
　　：「中堅教諭等資質向上研修講座のまとめ」（当センターウェブサ
　　　イト「研修班」のページからダウンロードして記入する。詳細に
　　　ついてはⅣ期の際に連絡する）

備　　　考
・Ⅱ期の受講教科については，５月に事前調査を実施し，決定した後，
　担当から受講者に連絡する。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅴ
１／９
（木）

10:00～16:15

○教育公務員の服務（講義・演習：Ａ－31，Ａ－34と合同）

○学校組織の一員として②－キャリアデザイン－（演習・発表）

○これからの学校教育（講話:全校種合同）

【閉講式】　中堅教諭等資質向上研修を終えるに当たって（全校種合同）

○学校全体で取り組む情報教育（講義・演習）

○意欲的な活動を促す特別活動の工夫（講義・演習）

○自己の生き方についての考えを深める道徳科（講義・演習）

○教育活動全体を通じたキャリア教育（講義・演習）

○いじめの理解と対応（講義・演習：Ａ－34と合同）

○気になる児童の事例を通した具体的対応の理解（講義・協議：Ａ－34と合同）

○教育相談の考え方・進め方（講義・演習：Ａ－34と合同）

７／31
（水）

10:00～16:15
Ⅱ

中堅教諭としての自覚や学校運営参画意識を高
め，個々の能力，適性等に応じて必要な事項に関
する資質の向上を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／25
（火）

10:00～16:15

【開講式】　中堅教諭等への期待（全校種合同）

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略（講義：全校種合同）

秋田大学大学院教育学研究科　特別教授　阿部 　　昇　

○学校の危機管理（講義・演習：全校種合同）

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－（講義・演習）

○教科指導の充実と推進（講義・協議・演習）

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて在職期
　間が10年に達し，今年度小学校に所属
  する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－３０ 中堅教諭等資質向上研修講座（小学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○教育公務員の服務（講義・演習：Ａ－30，Ａ－34と合同）

○学校組織の一員として②－キャリアデザイン－（演習・発表）

○これからの学校教育（講話：全校種合同）

【閉講式】　中堅教諭等資質向上研修を終えるに当たって（全校種合同）

携　行　品

Ⅱ期：担当教科の指導に関する実践レポート（生徒の主体性に配慮した
      授業実践についてまとめたもの，様式や部数等詳細についてはⅠ
　　　期の際に連絡する）
　　：担当教科の｢中学校学習指導要領解説｣（平成29年，文部科学省）
Ⅲ期：「中学校学習指導要領解説」特別の教科　道徳編，特別活動編
　　　（平成29年，文部科学省）
Ⅳ期：協議したい気になる生徒の事例についてのレポート
      （様式や部数等詳細についてはⅠ期の際に連絡する）
Ⅴ期：「秋田県教育関係職員必携（最新版）」
　　：「中堅教諭等資質向上研修講座のまとめ」（当センターウェブサ
　　　イト「研修班」のページからダウンロードして記入する。詳細に
　　　ついてはⅣ期の際に連絡する）

Ⅴ
１／９
（木）

10:00～16:15

○いじめの理解と対応（講義・演習：Ａ－34と合同）

○教育相談の考え方・進め方（講義・演習：Ａ－34と合同）

○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解(講義・協議：Ａ－34と合同)

Ⅳ
10／25
（金）

10:00～16:15

○人間としての生き方についての考えを深める道徳科（講義・演習）

８／１
（木）

10:00～16:15

９／26
（木）

10:00～16:15

Ⅱ

Ⅲ

○教育活動全体を通じたキャリア教育（講義・演習）

○学校全体で取り組む情報教育（講義・協議・演習）

○意欲的な活動を促す特別活動の工夫（講義・演習）

○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進（講義・協議・演習）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／25
（火）

10:00～16:15

【開講式】　中堅教諭等への期待（全校種合同）

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略（講義：全校種合同）
秋田大学大学院教育学研究科　特別教授　阿部 　　昇　

○学校の危機管理（講義・演習：全校種合同）

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－（講義・演習）

中堅教諭としての自覚や学校運営参画意識を高
め，個々の能力，適性等に応じて必要な事項に関
する資質の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて在職期
　間が10年に達し，今年度中学校に所属
  する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－３１ 中堅教諭等資質向上研修講座（中学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

【閉講式】　中堅教諭等資質向上研修を終えるに当たって（全校種合同）

Ⅴ
１／９
（木）

10:00～16:15

○教育公務員の服務（講義・演習）

○学校組織の一員として②－キャリアデザイン－（演習・発表）

○これからの学校教育（講話：全校種合同）

携　行　品

備　　　考

Ⅱ期：担当教科の｢高等学校学習指導要領解説｣(平成30年，文部科学省)
Ⅲ期：協議したい気になる生徒の事例についてのレポート
      （様式や部数等詳細についてはⅠ期の際に連絡する）
Ⅳ期：自校の「キャリア教育」「道徳教育」の全体計画
　　　（部数についてはⅢ期の際に連絡する）
Ⅴ期：「秋田県教育関係職員必携（最新版）」
　　：「中堅教諭等資質向上研修講座のまとめ」（当センターウェブサ
　　　イト「研修班」のページからダウンロードして記入する。詳細に
　　　ついてはⅣ期の際に連絡する）

・Ⅱ期で用いる学習指導案（略案可），授業を録画したＤＶＤを７月23
　日（火）までに当センターへ送付すること。詳細については，５月上
　旬に担当から受講者に連絡する。

10／21
（月）

10:00～16:15

８／２
（金）

10:00～16:15

Ⅳ

Ⅱ

６／25
（火）

10:00～16:15

Ⅲ
９／６
（金）

10:00～16:15

○教育活動全体を通じたキャリア教育（講義・協議）

○学校全体で取り組む情報教育（講義・演習）

○豊かな自己形成に資する道徳教育の在り方（講義・協議・演習）

○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進（講義・協議・演習）

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－（講義・演習）

○いじめの理解と対応（講義・演習：Ａ－34と合同）

○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解（講義・協議：Ａ－34と合同）

○教育相談の考え方・進め方（講義・演習：Ａ－34と合同）

Ａ－３２ 中堅教諭等資質向上研修講座 （高等学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

○学校の危機管理（講義・演習：全校種合同）

【開講式】　中堅教諭等への期待（全校種合同）

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略（講義：全校種合同）

Ⅰ

中堅教諭としての自覚や学校運営参画意識を高
め，個々の能力，適性等に応じて必要な事項に関
する資質の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて在職期
　間が10年に達し，今年度高等学校に所
  属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

秋田大学大学院教育学研究科　特別教授　阿部 　　昇　
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期

【開講式】　中堅教諭等への期待（全校種合同）

○学校の危機管理（講義・演習：全校種合同)

Ⅰ
６／25
（火）

10:00～16:15

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

Ⅳ
１／９
（木）

10:00～16:15

○教育公務員の服務（講義・演習）

○学校組織の一員として②－キャリアデザイン－（演習・発表）

○これからの学校教育（講話：全校種合同）

Ⅱ

○指導計画立案のためのアセスメント②（演習・協議）

○アセスメントを生かした指導の実際（協議）

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－（講義・演習）

【閉講式】　中堅教諭等資質向上研修を終えるに当たって（全校種合同）

中堅教諭としての自覚や学校運営参画意識を高
め，個々の能力，適性等に応じて必要な事項に関
する資質の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校の教諭として採用されて在職期
　間が10年に達し，今年度特別支援学校
  に所属する教諭
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－３３ 中堅教諭等資質向上研修講座（特別支援学校）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

Ⅱ期：協議資料「事例情報カード①」（様式等については，Ⅰ期の際に
　　　連絡する）
Ⅲ期：協議資料「事例情報カード②」（様式等については，Ⅰ期の際に
　　　連絡する）
　　：「キャリア教育全体計画」（各校の様式による）
Ⅳ期：「秋田県教育関係職員必携（最新版）」
　　：「中堅教諭等資質向上研修講座のまとめ」（当センターウェブサ
　　　イト「研修班」のページからダウンロードして記入する。詳細に
　　　ついてはⅢ期の際に連絡する）

携　行　品

全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センターウ
　　　ェブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載するの
　　　で，随時確認をすること。
Ⅱ期：当センターに宿泊を希望する場合は，当該研修講座の２週間前ま
　　　でに担当（総務班　℡　018-873-7200）に連絡を取り，宿泊が可
　　　能か確認すること｡

備　　　考

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略（講義：全校種合同）
秋田大学大学院教育学研究科　特別教授　阿部 　　昇　

８／１
（木）

10:00～16:15

Ⅲ
11／５
（火）

10:00～16:15
○教育相談の考え方・進め方（講義・演習）

○教育活動全体を通じたキャリア教育（講義・演習）

８／２
（金）

10:00～16:15

○学習指導要領と教育課程（講義・演習）

○指導計画立案のためのアセスメント①（講義・演習・協議）
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期

中堅養護教諭としての自覚や学校運営参画意
識を高め，個々の能力，適性等に応じて必要な
事項に関する資質の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校及び特別支
　援学校に採用されて在職期間が10年に
  達した養護教諭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／25
(火)

10:00～16:15

【開講式】　中堅教諭等への期待（全校種合同）

Ａ－３４ 中堅教諭等資質向上研修講座（養護教諭）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅳ
１／９
(木)

10:00～16:15

○教育公務員の服務（講義・演習）

○学校組織の一員として②－キャリアデザイン－（演習・発表）

【閉講式】　中堅教諭等資質向上研修を終えるに当たって（全校種合同）

○これからの学校教育（講話：全校種合同）

携　行　品

備　　　考

※Ⅱ期は，Ａ－30小学校Ⅲ期（９／26），Ａ－31中学校Ⅳ期(10／25)，
　Ａ－32高等学校Ⅲ期（９／６）の該当する各校種と合同で受講する。
　特別支援学校は,いずれかの校種を選択し担当に連絡の上,受講する。

・教育庁保健体育課担当の研修については，Ⅰ期の際に連絡する。

Ⅱ期：協議したい気になる児童生徒の事例についてのレポート
　　　（様式，部数等詳細については，Ⅰ期の際に連絡する）
Ⅲ期：「教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引」（平成
　　　23年，文部科学省)
　　：「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援～養護教諭の役割を
　　　中心として～」（平成29年，文部科学省）
Ⅳ期：「秋田県教育関係職員必携（最新版）」
　　：「中堅教諭等資質向上研修講座のまとめ」（当センターウェブサ
　　　イト「研修班」のページからダウンロードして記入する。詳細に
      ついてはⅢ期の際に連絡する）

９／26(木)小
10／25(金)中
９／６(金)高
10:00～16:15
※各校種合同

Ⅲ
10／11
(金)

10:00～16:15

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略（講義：全校種合同）
秋田大学大学院教育学研究科　特別教授　阿部 　　昇　

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－（講義・演習）

○学校の危機管理（講義・演習：全校種合同）

○気になる児童生徒の事例を通した具体的対応の理解（講義・協議）

○いじめの理解と対応（講義・演習）

Ⅱ

○特別支援教育における支援チームづくりのために（講義・演習）

○養護教諭が行う健康相談（講義・演習）

○教育相談の考え方・進め方（講義・演習）
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期

期

各学校が直面する喫緊の課題に対して組織的に
対応し，特色ある教育活動を推進できる総合的な
学校経営力を身に付けることで，校長としての資
質向上を図る。

・高等学校，特別支援学校の新任校長
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○職員管理の実際（講義・演習）

Ⅰ
５／８
（水）

10:00～16:15

○インクルーシブ教育の充実に向けて－管理職が果たすべき役割－

Ⅱ

６／４
（火）

10:00～16:15

６／５
（水）

10:00～16:15

携　行　品

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○本県の教育課題と校長への期待（講話：Ａ－35と合同）

（講義：Ａ－35と合同）
秋田大学大学院教育学研究科　教授　藤井　慶博

○学校経営の実際（実践発表）

○学校組織マネジメント①（講義・演習：Ａ－35と合同）

○学校組織マネジメント②（講義・演習：Ａ－35と合同）

○学校組織マネジメント③（講義・演習：Ａ－35と合同）
　［学校組織マネジメント①・②・③］　兵庫教育大学大学院　教授　浅野　良一

Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画

備　　　考
Ⅱ期：当センターに宿泊を希望する場合は，当該研修講座の２週間前ま
　　　でに担当（総務班　℡　018-873-7200）に連絡を取り，宿泊が可
　　　能か確認すること｡

携　行　品 Ⅱ期：「学校要覧」等自校の教育計画

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－３６ 県立学校新任校長研修講座

備　　　考
Ⅱ期：当センターに宿泊を希望する場合は，当該研修講座の２週間前ま
　　　でに担当（総務班　℡　018-873-7200）に連絡を取り，宿泊が可
　　　能か確認すること｡

秋田大学大学院教育学研究科　教授　藤井　慶博

○学校組織マネジメント①（講義・演習：Ａ－36と合同）

○学校経営の実際（実践発表）

Ａ－３５ 小・中学校新任校長研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

各学校が直面する喫緊の課題に対して組織的に
対応し，特色ある教育活動を推進できる総合的な
学校経営力を身に付けることで，校長としての資
質向上を図る。

・小学校，中学校の新任校長
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○本県の教育課題と校長への期待（講話：Ａ－36と合同）

Ⅰ
５／８
（水）

10:00～16:15

○インクルーシブ教育の充実に向けて－管理職が果たすべき役割－
（講義：Ａ－36と合同）

○職員管理の実際（講義・演習）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

　［学校組織マネジメント①・②・③］　兵庫教育大学大学院　教授　浅野　良一

○学校組織マネジメント②（講義・演習：Ａ－36と合同）

○学校組織マネジメント③（講義・演習：Ａ－36と合同）

Ⅱ

６／４
（火）

10:00～16:15

６／５
（水）

10:00～16:15
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○学校組織マネジメント①（講義・演習）
５／17
（金）

10:00～16:15

５／15
（水）

10:00～16:15

○目標管理と人事評価システム（講義）

○学校の危機管理（講義）

○インクルーシブ教育の充実に向けて－管理職が果たすべき役割－（講義）

○教員のメンタルヘルス（講義）

研　修　の　目　標 対　　　　　象

○学校組織マネジメント②（講義・演習）

○学校経営に関する課題とその解決策（協議）

携　行　品
・「学校要覧」等自校の教育計画（冊子としてできていなくてもよい）
・事前提出資料等については，担当から受講者に連絡する。

備　　　考
・当センターに宿泊を希望する場合は，当該研修講座の２週間前までに
　担当（総務班　℡　018-873-7200）に連絡を取り，宿泊が可能か確認
　すること｡

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－３７ 　小・中学校新任教頭研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

各学校が直面する喫緊の課題に対して組織的に
対応するために，総合的な学校経営力を身に付け
ることで教頭としての資質向上を図る。

・小学校・中学校の新任副校長（本研修
　講座の既受講者を除く）
・小学校，中学校の新任教頭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

５／16
（木）

10:00～16:15

○教員のメンタルヘルス（講義）

○目標管理と人事評価システム（講義）

○学校の危機管理（講義）

○インクルーシブ教育の充実に向けて－管理職が果たすべき役割－（講義）

Ａ－３８ 　県立学校新任教頭研修講座

各学校が直面する喫緊の課題に対して組織的に
対応するために，総合的な学校経営力を身に付け
ることで教頭としての資質向上を図る。

・高等学校，特別支援学校の新任副校長
　（本研修講座の既受講者を除く）
・高等学校，特別支援学校の新任教頭
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品
・「学校要覧」等自校の教育計画（冊子としてできていなくてもよい）
・事前提出資料等については，担当から受講者に連絡する。

５／16
（木）

10:00～16:15

○学校組織マネジメント①（講義・演習）

○学校組織マネジメント②（講義・演習）

○学校経営に関する課題とその解決策（協議）

備　　　考
・当センターに宿泊を希望する場合は，当該研修講座の２週間前までに
　担当（総務班　℡　018-873-7200）に連絡を取り，宿泊が可能か確認
　すること｡
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期

期

携　行　品

Ⅰ期：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
　　：「学校要覧」等自校の教育計画（冊子としてできていなくてもよ
　　　い）
Ⅱ期：「教務運営に関する自校（特別支援学校の場合は「学部」）の課
      題と解決への取組」に関するレポート　25部（Ａ４判１枚程度，
　　　様式自由）
Ⅲ期：「上半期の評価を基にした教育課程上の課題とその対応策」に関
　　　するレポート　25部（Ａ４判１枚程度，様式自由）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅲ
10／16
（水）

10:00～16:15

○教員のための情報モラル（講義・演習）

○上半期の評価を基にした教育課程上の課題とその対応（協議：校種別）

○学校の組織力向上と教務主任の役割（講義）

Ⅱ
９／６
（金）

10:00～16:15

○教務運営に関する課題と解決への取組（協議：校種別）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習）

○学校運営に生かすコーチングマインド（講義・演習）

教務主任の職務と役割を理解することで，学校
経営を円滑かつ適切に推進する中核的存在として
同僚教員に指導・助言を行うことができるよう，
指導力を高める。

・高等学校，特別支援学校の新任教務主任
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
５／27
（月）

10:00～16:15

○これからの秋田県学校教育と教務主任への期待（講義）

○教務主任の職務と役割（実践発表・講義：校種別）

○学校における組織マネジメント（講義・演習）

Ａ－４０ 県立学校新任教務主任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

○教務主任の職務と役割（実践発表）

○教務運営に関する課題と解決への取組（協議：校種別）

Ａ－３９ 小・中学校新任教務主任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

教務主任の職務と役割を理解することで，学校
経営を円滑かつ適切に推進する中核的存在として
同僚教員に指導・助言を行うことができるよう，
指導力を高める。

・小学校，中学校の新任教務主任
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
５／27
（月）

10:00～16:15

○教育法規の解釈と運用（講義・演習）

携　行　品

Ⅰ期：「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
　　：学校経営計画における教育課程の経営方針及び教育課程に関係す
　　　る部分　８部（Ａ４判）
Ⅲ期：「上半期の評価を基にした教育課程上の課題とその対応策」に関
　　　するレポート　８部（詳細はⅡ期の際に連絡する）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
８／28
（水）

10:00～16:15

○学校における組織マネジメント（講義）

○カリキュラム・マネジメント（講義・演習）

○コーチングの基礎（講義・演習）

Ⅲ
10／18
（金）

10:00～16:15

○特別支援教育における支援チームづくりのために（講義・演習）

○上半期の評価を基にした教育課程上の課題とその対応（協議：校種別）

○学校の組織力向上と教務主任の役割（講義）
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期

期

研究主任として必要な校内研究の進め方や研
究計画の立て方等についての研修を通して，校
内研究を推進する資質を高める。

・小学校，中学校，特別支援学校の新任研
　究主任
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－４１ 小・中学校新任研究主任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

携　行　品
Ⅰ期：自校の校内研究（研修）計画　８部（Ａ４判，学校名を入れる）
Ⅱ期：研究推進状況レポート（詳細はⅠ期の際に連絡する）
　　：前年度の研究紀要　１部（協議の際に使用）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
５／21
（火）

10:00～16:15

○研究主任に期待する（講話）

○校内における教育研究の進め方①（講義）

○校内研究推進に関する現状と課題（協議：校種別）

Ⅱ
11／12
（火）

10:00～16:15

○校内研究の実際（実践発表：校種別）

○校内における教育研究の進め方②（講義・演習）

○校内研究推進に関する成果と課題（協議・発表：校種別）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－４２ 中学校新任学年主任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

学年経営に関する理論と実践の在り方につい
ての研修を通して，実践的な指導力を高める。

・中学校の新任学年主任（ただし，所属学
  年の通常の学級数が２以上の学年主任）
・過年度の該当者で未受講者

研　　　修　　　内　　　容

○望まれる学年主任像と学年主任の役割（講話）

○学年経営の実際（実践発表）

○学年経営における課題への対応（協義）

Ⅰ
６／６
（木）

10:00～16:15

日　　　時

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

○生徒指導における学年主任の役割（講義・演習）

○特別支援教育における支援チームづくりのために（講義・演習）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田赤十字病院心療センター　臨床心理士　丸山　真理子 

携　行　品 Ⅰ期：所属学年の学年経営案　８部（Ａ４判，学校名を入れる）

Ⅱ
６／27
（木）

10:00～16:15 ○思春期の揺れと成長を共に歩む（講話：Ａ－43と合同）
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期

期

○災害や事件・事故発生時における心のケア（講義:Ａ－45，Ａ－46と合同）

Ⅰ

　学年経営に関する理論と実践の在り方につい
ての研修を通して，実践的な指導力を高める。

・高等学校の新任学年主任
・過年度の該当者で未受講者

研　　　修　　　内　　　容

○望まれる学年主任像と学年主任の役割（講義）

○学年経営の実際(実践発表）

○学年経営における課題への対応（協義）

日　　　時

５／17
（金）

10:00～16:15

・小学校の新任生徒指導主事
・特別支援学校の新任生徒指導主事
　（Ａ－45，Ａ－46受講予定者を除く）
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○生徒指導主事の役割（講義）

○生徒指導における学年主任の役割（講義・演習）

○学年経営と組織マネジメントの基礎（講義・演習）

Ａ－４３ 高等学校新任学年主任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　秋田赤十字病院心療センター　臨床心理士　丸山　真理子  

携　行　品
Ⅰ期：「学年経営における自校の課題とその対応」に関するレポート
　　　８部（Ａ４判１枚程度，様式自由，学校名を入れる）

６／27
（木）

10:00～16:15
Ⅱ

○思春期の揺れと成長を共に歩む（講話：Ａ－42と合同）

（連絡先：支援班  児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

みやぎ心のケアセンター　副センター長　福地　　成  

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－４４ 小学校新任生徒指導主事研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

○合意形成に向けた校内研修の手法と実際
                                                     （講義・演習：Ａ－45，Ａ－46と合同）

○いじめなど問題行動の理解と校内研修の進め方（講義・演習）

５／13
（月）

10:00～16:15
Ⅰ

Ⅱ
９／19
（木）

10:00～16:15

生徒指導主事として必要な基本的事項と，各
学校の生徒指導の状態に応じた具体的な対応の
在り方について理解を深める。

○特別支援教育における支援チームづくりのために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （講義：Ａ－45，Ａ－46と合同）
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期

期

（連絡先：支援班  児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

（連絡先：支援班  児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

Ⅰ
５／13
（月）

10:00～16:15

Ⅱ
９／19
（木）

10:00～16:15
                                 みやぎ心のケアセンター　副センター長　福地　　成 

○いじめなど問題行動の理解と校内研修の進め方（講義・演習）

○災害や事件・事故発生時における心のケア（講義:Ａ－44，Ａ－45と合同）

○特別支援教育における支援チームづくりのために
                                                             （講義:Ａ－44，Ａ－45と合同）

○合意形成に向けた校内研修の手法と実際
                                                    （講義・演習：Ａ－44，Ａ－45と合同）

Ａ－４６ 高等学校新任生徒指導主事研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

生徒指導主事として必要な基本的事項と，各
学校の生徒指導の状態に応じた具体的な対応の
在り方について理解を深める。

・高等学校の新任生徒指導主事
・特別支援学校の新任生徒指導主事
 （Ａ－44，Ａ－45受講予定者を除く）
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○生徒指導主事の役割（講義）

Ⅱ

○いじめなど問題行動の理解と校内研修の進め方（講義・演習）

○災害や事件・事故発生時における心のケア（講義:Ａ－44，Ａ－46と合同）

○合意形成に向けた校内研修の手法と実際
                                                     （講義・演習：Ａ－44，Ａ－46と合同）

Ⅰ
５／13
（月）

10:00～16:15

９／19
（木）

10:00～16:15
                                みやぎ心のケアセンター　副センター長　福地　　成

Ａ－４５ 中学校新任生徒指導主事研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○生徒指導主事の役割（講義）

○特別支援教育における支援チームづくりのために
                                                             （講義:Ａ－44，Ａ－46と合同）

生徒指導主事として必要な基本的事項と，各
学校の生徒指導の状態に応じた具体的な対応の
在り方について理解を深める。

・中学校の新任生徒指導主事
・特別支援学校の新任生徒指導主事
 （Ａ－44，Ａ－46受講予定者を除く）
・過年度の該当者で未受講者

- 51 -



期

研　修　の　目　標 対　　　　　象

特別支援学級における児童生徒の理解と学級経
営・学習指導の実践的な力を高める。

・小学校，中学校特別支援学級の新担任
  の教諭（通級指導教室担当教諭は含ま
　ない）
・過年度の該当者で未受講者

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

携　行　品
・進路指導全体計画（あるいはキャリア教育全体計画）及び進路指導
　年間指導計画（あるいはキャリア教育年間指導計画）30部(Ａ４判)

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－４８ 小・中学校特別支援学級新担任研修講座

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／６
（木）

10:00～16:15

○進路指導主事の職務と役割（講義）

○キャリア教育と進路指導（講義・協議）

○キャリア教育の視点を踏まえた進路指導の実践（実践発表）

○中学校におけるキャリア教育（講義・演習）
　　　　　　　秋田県立大学総合科学教育研究センター　准教授　渡部　昌平 

進路指導主事の役割やキャリア教育等について
の理解を深め，校内で実践的に進路指導を推進す
る力を高める。

・中学校の新任進路指導主事
・過年度の該当者で未受講者

Ａ－４７ 中学校新任進路指導主事研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象

５／10
（金）

10:00～16:15

○特別支援学級における児童生徒理解（講義・演習）

○教育課程の編成（講義・演習）

○特別支援学級における学級経営（協議）

Ⅰ
○個別の支援計画 ・個別の指導計画の作成（講義・演習）

Ⅱ

９／20(金)県北
９／30(月)県南
10／１(火)県央
9:30～15:30
※地区別開催

○特別支援学級における進路指導（講義・演習）

○特別支援学級における指導・支援の実際（実践紹介）

○一人一人を生かす学習指導と評価（協議）

○特別支援学級の授業の実際（授業参観）

携　行　品

全期：「特別支援学級新担任の手引」及び「特別支援教育のミニマム
　　　スタンダード」（当センターウェブサイト「支援班　特別支援
      教育担当」のページからダウンロードして持参する）
Ⅰ期：学級経営案, 週時程表等 各10部(学校名を入れる，個人情報に
　　　配慮する）
Ⅱ期：「一人一人を生かす学習指導と評価」に関するレポート

備　　　考

全期：研修講座に必要な連絡や課題レポートの様式等は，当センター
　　　ウェブサイト「支援班　特別支援教育担当」のページに掲載す
      るので，随時確認をすること。
Ⅱ期：会場，期日，レポートについては，Ⅰ期の際に連絡する。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）
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Ａ－４９

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品
・「私を育てたもの」をテーマとしたレポート　５部（Ａ４判片面あ
  るいは両面，様式自由）

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座（ただし対象の②の
  方は除く）です。教員免許状更新講習としての受講を希望する場合
  は，別途，４月26日（金）までに申込みが必要となります（消印有
  効）。詳しくは101～102ページに掲載しています（各様式等は当セ
　ンターウェブサイトよりダウンロード可）。

所属の学校での研修
～７月末（１日）

○「私を育てたもの」をテーマとしたレポートの作成
・Ａ４判１～２ページ，様式自由
・これまでの教職のキャリアを振り返り，自分自身が教師として成長
  するきっかけとなった出来事，出会い，経験等をまとめる。

実践的指導力発展研修講座

○実践的指導力発展講座② （講義・演習）

○学校組織の一員として（講義）

研　　　修　　　内　　　容

○実践的指導力発展講座① （講義・演習）

日　　　　時

８／６
（火）

10:00～16:15

研　修　の　目　標

　豊富な経験を生かして積極的に学校運営に参
画し，学校改善や若手教員の育成を推進する資
質能力の向上を図る。

対　　　　　象

・次の事項を満たす（①又は②，及び③）
　小学校，中学校，高等学校，特別支援
　学校教諭
　①誕生年月日が昭和40年４月２日～
　　昭和41年４月１日の教諭
　②前年度の未受講者
　③これまでの所属校（今年度を含む）
　　において次の校務分掌の経験がない
　　教諭

小学校   ：教務主任，進路指導主事， 

       生徒指導主事，研究主任 

中学校   ：教務主任，進路指導主事， 

       生徒指導主事，研究主任， 

       学年主任 

高等学校  ：教務主任，進路指導主事， 

       生徒指導主事，学年主任， 

       総務主任 

特別支援学校：教務主任，進路指導主事， 

       生徒指導主事，研究主任， 

       総務主任 

- 53 -



○「あきたのそこぢから」を活用した授業づくり（講義・演習）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

研　　　修　　　内　　　容日　　　時

○学校組織の一員として－組織人の基本－（講義・演習）

４／22
（月）

10:00～16:15

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ａ－５１ 中学校講師研修講座Ａ

研　修　の　目　標 対　　　　象

教員としての心構えを身に付け，県内の公立学校に勤務す
る講師として必要な資質能力の向上を図る。

・秋田県の教員として初めて
　勤務する，今年度中学校に
　所属する講師(臨時)
　（他県教諭経験者は除く）
・前年度の該当者で未受講者

携　行　品
・「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
・「あきたのそこぢから」（平成29年，秋田県総合教育センター）
　＊当センターウェブサイトから各自ダウンロードすること。

○教育公務員の服務（講義：Ａ－50と合同）

○学校組織の一員として－組織人の基本－（講義・演習）

○人間関係づくりについて（講義・演習）

○人間関係づくりについて（講義・演習）

Ａ－５０ 小学校講師研修講座Ａ

研　修　の　目　標 対　　　　象

教員としての心構えを身に付け，県内の公立学校に勤務す
る講師として必要な資質能力の向上を図る。

・秋田県の教員として初めて
　勤務する，今年度小学校に
　所属する講師(臨時)
　（他県教諭経験者は除く）
・前年度の該当者で未受講者

研　　　修　　　内　　　容日　　　時

４／22
（月）

10:00～16:15

携　行　品
・「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
・「あきたのそこぢから」（平成29年，秋田県総合教育センター）
　＊当センターウェブサイトから各自ダウンロードすること。

○教育公務員の服務（講義：Ａ－51と合同）

○「あきたのそこぢから」を活用した授業づくり（講義・演習）
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携　行　品 ・「平成29年版秋田県教育関係職員必携」

日　　　時

４／22
（月）

10:00～16:15 ○「あきたのそこぢから」を活用した授業づくり（講義・演習）

○人間関係づくりについて（講義・演習）

○特別支援学校における児童生徒理解（講義・演習）

日　　　時

４／22
（月）

10:00～16:15

携　行　品
・「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
・「あきたのそこぢから」（平成29年，秋田県総合教育センター）
　＊当センターウェブサイトから各自ダウンロードすること。

○教育公務員の服務（講義）

○学校組織の一員として－組織人の基本－（講義・演習）

研　修　の　目　標 対　　　　象

Ａ－５２ 高等学校講師等研修講座Ａ

研　修　の　目　標 対　　　　象

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

教員としての心構えを身に付け，県内の公立学校に勤務す
る講師等として必要な資質能力の向上を図る。

・秋田県の教員として初めて
　勤務する，今年度高等学校
　に所属する講師（臨時），
　実習助手（臨時）（他県教
  諭経験者は除く）
・前年度の該当者で未受講者

研　　　修　　　内　　　容

教員としての心構えを身に付け，県内の公立学校に勤務す
る講師等として必要な資質能力の向上を図る。

・秋田県の教員として初めて
　勤務する，今年度県立特別
  支援学校に所属する講師
 （臨時），実習助手(臨時)，
  寄宿舎指導員（臨時）
　（他県教諭経験者は除く）
・前年度の該当者で未受講者

研　　　修　　　内　　　容

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

Ａ－５３ 特別支援学校講師等研修講座Ａ

○教育公務員の服務（講義）

○学校組織の一員として－組織人の基本－（講義・演習）
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養護教諭としての心構えを身に付け，県内の公立学校に勤務
する講師として必要な資質能力の向上を図る。

・秋田県の教員として初めて
  勤務する養護教諭（臨時）
　（他県養護教諭経験者は除
　く)
・前年度の該当者で未受講者

○教育公務員の服務（講義：Ａ－50～Ａ－53の該当する各校種と合同）

Ａ－５４ 養護教諭（臨時）研修講座Ａ

研　修　の　目　標 対　　　　象

○学校組織の一員として－組織人の基本－
　　　　　　　　　　（講義・演習：Ａ－50～Ａ－53の該当する各校種と合同）

○学校保健活動について（講義・演習）

日　　　時

４／22
（月）

10:00～16:15

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

研　　　修　　　内　　　容

携　行　品 ・「平成29年版秋田県教育関係職員必携」
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