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２ 専 門 研 修 講 座（Ｂ講座）

○学校割当てに基づいて，所属長の推薦により

受講する研修講座です。

※以下，対象等の「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

学校の後期課程を含むものとします。

※講座番号Ｂ－１～Ｂ－１６の受講対象は教諭，講座番号

Ｂ－１７の受講対象は養護教諭です。

※受講予定者が，学校事情等の正当な理由で受講できない

場合は，受講者変更手続（75～76ページ参照）を行って

ください。



Ｂ－２ 子どもと創る生活科授業の在り方
－主体的・対話的で深い学びの実現に向けて－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

生活科における気付きの質を高めるための指導や幼保小連携
の在り方などについて理解を深め，主体的・対話的で深い学び
の実現に向け，実践的な指導力の向上を図る。

・幼稚園，保育所，認定こど
　も園等の教諭，保育士，保
　育教諭（５歳児保育担当),
　小学校教諭（第１・２学年
　担任）　24名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

11／６
（火）

10:00～16:15

携　行　品

＜小学校＞・「小学校学習指導要領解説」生活編（平成20年及び平成29
　　　　　　年，文部科学省)
　　　　　・所属校の「スタートカリキュラム」30部（Ａ４判）
＜幼稚園，保育所，認定こども園等＞
　　　　　・「幼稚園教育要領」（平成29年，文部科学省）
　　　　　・所属園，所等の「５歳児年間保育計画」30部（Ａ４判）
※携行品の詳細については，担当から受講者に連絡をする。

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

○幼保小連携を生かした教育活動の在り方について（講義・協議）

○カリキュラム・マネジメントによる効果的な教育計画のポイント（講義・演習）

○気付きの質を高めるための指導の工夫について（講義・実践発表・協議）

Ｂ－１ 各教科等の指導における言語活動の充実

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

「言語活動の充実」についての基本的な考え方，各教科等に
おける指導と評価のポイントを確認し,思考力・判断力・表現
力等を育む指導力の向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校,
　特別支援学校教諭　45名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

５／25
（金）

10:00～16:15

○言語活動を位置付けた指導の実際（講義・実践発表）

○公開講演「言語活動の充実とこれからの授業の方向性」
横浜国立大学　名誉教授　髙木　展郎　

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

携　行　品 ・携行品がある場合は，担当から受講者に連絡する。
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（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

創作の指導の基本的な考え方や具体的な指導と評価のポイ
ントについて理解を深め，実践的な指導力の向上を図る。

・中学校教諭  15名

Ｂ－３ 音楽のよさや美しさを実感する創作の授業

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／31
（金）

10:00～16:15

○創作分野の指導の在り方と評価（講義・演習）

○音楽のよさや美しさを実感する創作分野の指導（講義・演習）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　  開智国際大学教育学部　教授　坪能　由紀子

携　行　品
・「中学校学習指導要領解説」音楽編（平成20年及び平成29年，文部科
　学省）
・その他の携行品がある場合は，担当から受講者に連絡する。

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

Ｂ－４ 図画工作科の授業改善

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

育成する資質・能力を踏まえた具体的な指導事例を基に，
実践的な指導力を高める。また，造形遊びや鑑賞の授業につ
いての理解を深める。

・小学校教諭  18名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／27
（水）

10:00～16:15 ○指導の実際（実践発表・協議）

携　行　品

・「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）
・自校で使用している教科書（担当学年のもの）
・実践資料　20部（Ａ４判，学習指導案か略案に活動の様子や作品の写
　真を加え，成果と課題を盛り込むこと　＊協議時に情報提供資料とし
　て活用）

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

○図画工作科の授業づくり（講義・協議・演習）
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６／21
（木）

10:00～16:15
○これからの保健体育科の授業づくり（講義・協議・演習）

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

６／22
（金）

10:00～16:15

○これからの保健体育科（ダンス）の授業づくり（講義・実技）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田大学教育文化学部　准教授　松本　奈緒

携　行　品
〈両日共通〉・「中学校学習指導要領解説」保健体育編（平成29年，文
              部科学省）
〈２ 日 目〉・運動着，屋内用シューズ

備　　　考

・指導上の課題に関する事前アンケートを実施する。詳細については，
  担当から受講者に連絡する。
・当センターに宿泊を希望する場合は，「秋田県総合教育センター宿泊
　申込書」（様式５）を提出する（注意事項を確認すること）。
※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員
学習指導要領の保健体育科の目標及び内容を具現化した授

業づくりのための実践力を養う。
・中学校教諭　12名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

Ｂ－６ 中学校保健体育科授業の充実

○指導の実際（実践発表・協議）

○美術の力について（講義・協議）
　　　　　　　　　　　秋田公立美術大学美術教育センター　准教授　尾澤　　勇

９／20
（木）

10:00～16:15

携　行　品

・「中学校学習指導要領解説」美術編（平成29年，文部科学省），「高
　等学校学習指導要領解説」芸術編（平成22年，文部科学省）のうち，
　所属する校種のもの
・自校で使用している教科書
・全学年分の年間指導計画　20部（Ａ４判にして印刷）
・実践資料　20部（Ａ４判，学習指導案か略案に活動の様子や作品の写
　真を加え，成果と課題を盛り込むこと　＊協議時に情報提供資料とし
　て活用）

具体的な指導事例を参考にしながら，校種間を貫いて育成
する資質・能力について考え，実践的な指導力を高める。ま
た，鑑賞の授業や美術館連携についての理解を深める。

・中学校，高等学校教諭
　16名

研　　　修　　　内　　　容　日　　　時

○これからの美術科・芸術科（美術）の授業づくり（講義・協議）

Ｂ－５ 育成する資質・能力から考える美術の授業

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員
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Ｂ－７ 高等学校保健体育科授業の充実

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

備　　　考

・指導上の課題,「指導と評価の計画」に関する事前アンケートを実施
　する。アンケートの詳細,携行品に関する詳細については,担当から受
　講者に連絡する。
・当センターに宿泊を希望する場合は，「秋田県総合教育センター宿泊
　申込書」（様式５）を提出する（注意事項を確認すること）。
※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

学習指導要領の保健体育科の目標及び内容を具現化した授
業づくりのための実践力を養う。

・高等学校教諭  15名

７／９
（月）

10:00～16:15
○これからの保健体育科の授業づくり①（講義・協議・演習）

７／10
（火）

10:00～16:15
○これからの保健体育科の授業づくり➁（実技・演習）

携　行　品
〈両日共通〉・「高等学校学習指導要領解説」保健体育編（平成22年，
　　　　　　　文部科学省）
〈２ 日 目〉・運動着，屋内用シューズ

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

社会の変化に対応し改善が図られた新学習指導要領の趣旨
を理解し，演習や実験・実習等を通して実践的な指導力を高
める。

・中学校教諭　14名
　（技術分野　７名，
　　家庭分野　７名）

Ｂ－８ 社会の変化に対応した技術・家庭科の授業

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／６
（金）

10:00～16:15

携　行　品
〈共    通〉「中学校学習指導要領解説」技術・家庭編（平成29年，文
　　　　　　部科学省）
・その他携行品がある場合は，担当から受講者に連絡する。

○社会の変化に対応した授業づくり（演習・協議）

○生活での応用・発展を目指した授業の工夫（協議）

○これからの技術・家庭科教育（講義）

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。
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５／21
（月）

10:00～16:15

携　行　品
・「学校教育活動における運動部活動の在り方について」
　（平成25年10月，秋田県教育委員会　＊ダウンロード版可）

（連絡先：教科・研究班  ℡　018-873-7203）

○運動部活動経営の実際（講義・協議）

　　　　　　　　　　　　　　　 　秋田大学医学部　救急・集中治療医学講座　講師　　古屋　智規　

○運動部活動指導・運営上の留意点（講義）

○運動部活動での事故防止と応急手当（講義・実習）

運動部活動の望ましい在り方，運営上の留意点等の理解
と，危機管理についての実践力を養う。

・中学校，高等学校教諭
　24名（運動部の顧問で，
　指導経験が浅い教諭）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ｂ－１０ これからの運動部活動の在り方

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／７
（木）

10:00～16:15

携　行　品
・受講する教科の「学習指導要領解説」（平成29年，文部科学省）
・自校で使用している当該教科の教科書
・各教科の携行品については，担当から受講者に連絡する。

○学習指導要領の要点（講義）

○学習指導の実際（実験・実技・実習・協議）

○評価の具体（講義・協議）

備　　　考

・受講者の決定については，市町村教育委員会を通じ，各学校に通知す
　る。その後，当センターの｢研修講座情報システム｣には入力せずに,
  「追加受講申込者名簿」(様式２)を，P75の２の手続に従って送付する
　こと。

当該教科における学習指導の基礎理論と基本的な授業展開
の方法等について理解を深め，指導力の向上を図る。

・免許外教科を担当してお
  り，かつ受講者として認
　定された中学校教諭

Ｂ－９ 中学校教科新担任研修講座

研　修　の　目　標 対　　　　　象
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期

（連絡先：研修班　情報教育担当　℡　018-873-7204）

情報モラル指導やＩＣＴを活用した授業についての理解を
深めるとともに，情報教育の推進者としての知識を養う。

・小学校，中学校，高等学校
　教諭  30名

研　　　修　　　内　　　容

５／24
（木)

10:00～16:15

携　行　品
・自校におけるＩＣＴを活用した授業実践例　15部（Ａ４判，様式自
　由)

○学力向上のためのＩＣＴ活用とプログラミング教育（講義・演習）

○授業におけるＩＣＴ活用（協議）

○学校における情報モラル指導（講義）
                                                     サイバー・グリッド・ジャパン　 ICT利用環境啓発室室長　吉岡　良平 

日　　　時

Ｂ－１２ 情報教育推進研修講座

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

11／19
（月）

10:00～16:15

11／20
（火）

10:00～16:15

Ⅱ

○チームで進めるインクルーシブ教育（講義・協議・演習）

○学校の課題解決に向けた組織的な取組①（協議・演習）

○学校の課題解決に向けた組織的な取組②（協議・演習）

○学校の課題解決に向けた組織的な取組③（発表・協議）

○内外環境の把握による学校の特色づくりと課題解決策（講義・演習）

携　行　品

備　　　考

全期：「学校要覧」等自校の教育計画

・当センターに宿泊を希望する場合は，「秋田県総合教育センター宿泊申込
　書」（様式５）を提出する（注意事項を確認すること）。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／５
（木）

10:00～16:15

○本県の教育課題とミドルリーダーへの期待（講話）

○学校組織マネジメントとミドルリーダーの果たす役割（講義・演習）

○学校におけるリスクマネジメント（講義・協議）

学校組織マネジメントに関する内容や学校運営上の課題解
決に向けての方策等について，主体的・対話的に研修を深
め，教育実践の中核を担う教員として資質向上を図る。

・小学校，中学校，高等学校,
  特別支援学校教諭（教職10
  年経験者研修講座又は中堅
　教諭等資質向上研修講座の
　既受講者で教務主任未経験
　者）　32名

Ｂ－１１

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

学校組織マネジメント研修講座
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期

期

道徳教育及び道徳科（小学校），道徳の時間（中学校）に
ついて理解を深めるとともに，各学校における道徳教育の実
践的な推進力を身に付ける。

・小学校，中学校教諭（校内
  で道徳教育の推進を担当す
  る教諭）　27名

Ｂ－１３ 　小・中学校道徳教育推進研修講座

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／６
（水）

10:00～16:15

○道徳教育の充実のために（講義・演習）
○道徳教育及び道徳科，道徳の時間の課題と改善策の具体化（協議・発表）
○公開講演「道徳科の指導と評価の一体化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－「考え，議論する」道徳授業を目指して－ 」
                　　　　　　　秋田公立美術大学　副学長　毛内　嘉威

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅱ
11／16
（金）

10:00～16:15

○道徳科の評価の在り方（講義・演習）
○道徳教育充実のための取組（実践発表・協議）
○道徳教育及び道徳科，道徳の時間における改善策の提案（協議・発表）

携　行　品

全期：所属する校種の「学習指導要領解説」特別の教科　道徳編
　　（平成29年，文部科学省）
Ⅰ期：自校の道徳教育全体計画　30部（Ａ４判）
Ⅱ期：実践レポート 30部（詳細はⅠ期の際に連絡する）

Ｂ－１４ キャリア教育推進研修講座

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

キャリア教育についての理解を深めるとともに，各学校に
おけるキャリア教育の実践的な推進力を身に付ける。

・小学校教諭（校内でキャリ
　ア教育の推進を担当する教
　諭）　18名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

携　行　品

Ⅱ期：自校のキャリア教育の取組に関するレポート　22部（詳細はⅠ期
　　　の際に連絡する）
　　：キャリアノートのコピー（記入部分から一部）あるいは活用例を
　　　まとめたもの　22部（詳細はⅠ期の際に連絡する）

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅰ
６／26
（火）

10:00～16:15

Ⅱ
10／25
（木）

10:00～16:15

○キャリア教育の進め方と実践（講義・実践発表）

○公開講演「特別活動を要としたキャリア教育の充実」（Ｂ－15と合同）
　　　　　　文部科学省初等中等教育局教育課程課　教科調査官　長田　　徹

○キャリア教育推進のために（協議・演習）

○各校のキャリア教育の取組①（協議）

○各校のキャリア教育の取組②（発表）

○小学校だからこそキャリア教育（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
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期

・学級活動，児童会活動（生徒会活動）のどちらか一つを選択し，それ
　を活性化するための自校の取組に関するレポート(協議で使用)  35部
　（Ａ４判，学校名を入れる，様式・枚数自由）
・所属する校種の「学習指導要領解説」特別活動編（平成29年，文部科
　学省）

Ｂ－１５ 魅力ある特別活動を目指して
－小・中学校特別活動研修講座－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

Ｂ－１６ 生徒指導総合研修講座

特別活動に関する基本的な事項と実践の在り方について理
解を深める。

・小学校，中学校教諭　30名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／26
（火）

10:00～16:15

○自発的・自治的な活動の充実を目指す特別活動（講義・演習）

○公開講演「特別活動を要としたキャリア教育の充実」（Ｂ－14と合同）
　　　　　　文部科学省初等中等教育局教育課程課　教科調査官　長田　　徹

○特別活動の課題と改善策の具体化（協議・発表）

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品

備　　　考

※本研修講座は，教員免許状更新講習対象の講座です。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27日（金）までに申
　込みが必要となります（消印有効）。詳しくは91～92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)。

（連絡先：支援班　児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

Ⅱ
10／25
（木）

10:00～16:15
　　                          みやぎ心のケアセンター　企画研究部長　福地　　成
○公開講演「学校の危機状況における心のケア」

対　象　と　定　員

・小学校，中学校，高等学校，特別支援
　学校教諭（生徒指導や教育相談を中核
　となって推進する教諭）　40名

○不登校の未然防止と再登校援助（講義・演習）

○学校における人間関係づくり（講義・演習）

○いじめの理解と対応（講義・演習）

研　修　の　目　標

　学校で生徒指導のリーダーとして，危機管理の
在り方や不登校やいじめなどの諸問題への対応，
学級や学校といった集団づくりの視点を中心に，
必要な理論及び実践の在り方等について理解を深
める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／３
（火）

10:00～16:15

○子どもの感情コントロールの育ち（講義）
　　　　　　　　　　　　　　　　　     東京学芸大学教育学部　教授　大河原　美以

今年度の教職５年経験者研修講座，中

堅教諭等資質向上研修講座，新任生徒

指導主事研修講座の受講者は除く
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○養護教諭が行うフィジカルケアと保健指導（講義・演習・協議）

　　　　　　　　　　　　　　秋田大学大学院医学系研究科　教授　長谷川　仁志

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

携　行　品

・動きやすい服装
・救急処置計画（校内緊急連絡体制，関係機関連絡先，養護教諭不在
　時の対応等が含まれているもの）　８部（学校名を入れる，様式・
　枚数自由）

Ｂ－１７ 養護教諭が行うフィジカルケア研修講座

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

学校において傷病者が発生した場合の適切な救急処置を体
得するとともに，身体症状の見取り方，学校救急体制等につ
いて養護教諭としての専門性を高める。

・小学校，中学校，高等学校,
　特別支援学校養護教諭
　28名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／31
（火）

10:00～16:15

○学校における救急対応（講義）

○学校における救急対応シミュレーション（講義・演習・協議）
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