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３ 専 門 研 修 講 座（Ｃ講座）

○所属長の承認を得て，希望者が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

後期課程をそれぞれ含むものとします。

○講座名に校種が明記されている研修講座は，その校種に

ついての研修内容になりますが，研修の機会を広げるた

め他校種の教員も対象にしている場合があります。関心

がある方は，ぜひ御参加ください。



幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

９／27
（木）

10:00～16:15

携　行　品
・所属する校種の｢学習指導要領解説」国語編（小・中学校は平成20年及
　び平成29年，高等学校は平成22年，文部科学省）

本研修講座は国語科の「読む力」を育むための具体的な指導方法を，
実践的に学ぶことができるという点で，例年受講者の方々から好評を頂
いています。児童生徒の「読む力」を向上させるために，何をどのよう
に指導するべきか，教科書教材を用いて具体的に検討し，先生方の日々
の授業に直結する研修を目指します。

○論理的思考力を育む指導の在り方（講義･演習）
秋田大学大学院教育学研究科　教授　阿部　　昇 

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

「読むこと」の領域において，論理的思考力の育成を中核に
据え，確かな「読む力」を身に付けさせる指導方法の研修を通
して，指導力の向上を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

国語科の「書くこと」の領域について，「文章を書くことを苦手とし
ている子どもが多い」，「指導しても成果に結び付かない」などの声が
よく聞かれます。そうした声に応えるべく，本研修講座では，実践発表
と，秋田魁新報社の新聞記者による講義・演習を通して，確かな「書く
力」が身に付く指導方法について研修します。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

Ｃ－２ 論理的思考力を育む国語科の授業づくり

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／22
（金）

10:00～16:15

携　行　品
・所属する校種の｢学習指導要領解説」国語編（小・中学校は平成20年及
　び平成29年，高等学校は平成22年，文部科学省）

○「書く力」の育成を目指した指導の実際（講義・実践発表）

○「書く力」を高める指導の在り方（講義・演習）

児童生徒の「書く力」を育てるための具体的な指導方法の研
修を通して，指導力の向上を図る。

Ｃ－１ 「書く力」が身に付く国語科の授業づくり

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

児童生徒に「伝え合う力」を身に付けさせることは国語科の目標の一
つであり，各教科等の学習を充実させるためにも大切なことです。本講
座では，実践発表及び秋田放送報道制作局アナウンサーによる話合い活
動についての講義・演習等を通して，「話すこと・聞くこと」の指導で
重視したい事柄や具体的な指導方法について体験的・実践的に研修し，
明日からの授業で活用できる指導技術の獲得を目指します。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

９／20
（木）

10:00～16:15

携　行　品
・所属する校種の｢学習指導要領解説」国語編（小・中学校は平成20年及
　び平成29年，高等学校は平成22年，文部科学省）

○「話すこと・聞くこと」の領域における授業づくりのポイント（講義・実践発表）

○「伝え合う力」を育む指導の在り方（講義・演習）

国語科の「話すこと・聞くこと」の領域において，児童生徒
の「伝え合う力」を高めるための具体的な指導方法の研修を通
して，指導力の向上を図る。

Ｃ－３ 「伝え合う力」を高める国語科の授業づくり

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

Ｃ－４ 児童が主体的に学ぶ小学校社会科の授業づくり

　小学校社会科において，児童が主体的に学ぶためには，どのようなこ
とに気を付けて授業づくりをしていけばよいのかについて，具体的な実
践例を通して学びます。

８／７
（火）

10:00～16:15

携　行　品 ・「小学校学習指導要領解説」社会編（平成29年，文部科学省）

○社会科教育と主体的な学び（講義・演習）

○小学校社会科における主体的な学びの実際（講義・演習）

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

社会科教育の在り方について認識を深めるとともに，主体的
な学びを実現するための指導方法の研修を通して，実践的な指
導力を高める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

Ｃ－５ 生徒が主体的に学ぶ中学校社会科の授業づくり

　中学校社会科において，生徒が主体的に学ぶためには，どのようなこ
とに気を付けて授業づくりをしていけばよいのかについて，具体的な実
践例を通して学びます。

８／６
（月）

10:00～16:15

携　行　品 ・「中学校学習指導要領解説」社会編（平成29年，文部科学省）

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

社会科教育の在り方について認識を深めるとともに，主体的
な学びを実現するための指導方法の研修を通して，実践的な指
導力を高める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

○社会科教育と主体的な学び（講義・演習）

○中学校社会科における主体的な学びの実際（講義・演習）

Ｃ－６
深い学びを支える数学的活動の充実を目指す授業づくり

－小学校算数科－

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

新学習指導要領が目指す算数・数学科教育の在り方の認識を
深めるとともに，算数・数学における問題発見・解決のプロセ
スと資質・能力の育成，系統性の理解，教材研究について授業
づくりを通して考え，授業力の向上を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

　新学習指導要領における数学的活動の充実について，グループで授業
づくりをしたり，模擬授業を基に協議をしたりして，授業づくりのヒン
トが得られる講座です。
　算数科の指導が得意な方も苦手と感じている方も大歓迎です。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

８／10
（金）

10:00～16:15
○日常事象の課題解決につながるカリキュラム・マネジメント（講義・演習）

○算数・数学を統合的・発展的に創るための教材研究（模擬授業・協議）

携　行　品

・「小学校学習指導要領解説」算数編（平成20年及び平成29年，文部科
　学省）
・所属校における算数科年間指導計画　20部（学校名を入れる，様式・
　枚数自由）

○自立的・協働的に問題を解決するための授業デザイン（講義・演習）

担当者からの

メッセージ

担当者からの
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幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

期

教諭，講師（臨時），非常勤
講師，理科実習助手　20名

児童が科学的に問題を解決する授業となるよう，単元や授
業をデザインする演習や，教材製作及び観察・実験を通し
て，小学校理科の授業づくりについて理解を深める。

期　　　日 研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
７／24
（火）

10:00～16:15

○物の重さの本質を追究する授業づくり
 　－３年「物の重さをくらべよう」－（講義・実験）
○学んだことを活用してものづくりに取り組む授業づくり
   －６年「水溶液の性質とはたらき」，「てこのはたらき」，
　　　　　　　　　　　　　　　　４年「物の体積と力」－（講義・製作・実験）

Ｃ－８ 児童が科学的に問題を解決する小学校理科の授業づくり

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

８／３
（金）

10:00～16:15

・実験衣携　行　品

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

備　　　考
  どちらか１日だけの受講を希望する場合は，受講申込手続後，改めて
不参加の日について欠席手続を行うこと。

　児童が科学的に問題を解決する授業を目指し，実験や教材製作を通し
て授業づくりのヒントが得られる講座です。製作した教材はそのまま授
業で活用することもできます。理科の指導が得意な方も苦手と感じてい
る方も大歓迎です。

Ⅱ

○疑似体験モデルを活用した授業づくり
　 －３年「じしゃくにつけよう」，６年「大地のつくり」－（講義・製作・実験）
○臓器についてダイナミックに学ぶ授業づくり
　 －６年「動物のからだのはたらき」－（講義・製作）

 新学習指導要領における数学的活動の充実について，グループで授業
づくりをしたり，模擬授業を基に協議をしたりして，授業づくりのヒン
トが得られる講座です。
　数学科における統合的・発展的に創る教材研究を一緒に考えてみませ
んか。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／７
（火）

10:00～16:15

携　行　品

・「中学校学習指導要領解説」数学編（平成20年及び平成29年，文部科
　学省）
・所属校における数学科年間指導計画　20部（学校名を入れる，様式・
　枚数自由）

○日常事象の課題解決につながるカリキュラム・マネジメント（演習）

○算数・数学を統合的・発展的に創るための教材研究（模擬授業・協議）

○自立的・協働的に問題を解決するための授業デザイン（講義・演習）

新学習指導要領が目指す算数・数学科教育の在り方の認識
を深めるとともに，算数・数学における問題発見・解決のプ
ロセスと資質・能力の育成，系統性の理解，教材研究につい
て授業づくりを通して考え，授業力の向上を図る。

Ｃ－７
深い学びを支える数学的活動の充実を目指す授業づくり
　　　　　　　　　　　　－中学校数学科－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

担当者からの

メッセージ

担当者からの
担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特生徒が科学的に探究する授業となるよう，興味や関心を喚
起し，生徒の科学的探究心を高めるための教材の工夫や授業
構想について理解を深める。

Ｃ－１０ 生徒が科学的に探究する高等学校理科の授業づくり

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

教諭，講師（臨時），非常勤
講師，理科実習助手　15名

Ｃ－９ 生徒が科学的に探究する中学校理科の授業づくり

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

生徒が科学的に探究する授業となるよう，単元や授業をデ
ザインする演習や，教材製作及び観察・実験を通して，中学
校理科の授業づくりについて理解を深める。

期　　　　日 研　　　修　　　内　　　容

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

７／４
（水）

10:00～16:15

携　行　品 ・実験衣

　午前は，生徒が自然の不思議さを実感できるような教材を製作した
り，実験を行ったりします。午後は，生徒の思考がゆさぶられ，探究に
向かう意欲が高まるような教材を製作したり，実験を行ったりします。
製作した教材はそのまま授業で活用することもできます。ぜひ受講して
みませんか。

○生徒が自然現象の不思議さを実感できる授業づくり（製作・実験）

○生徒の思考をゆさぶる授業づくり（製作・実験）

教諭，講師（臨時），非常勤
講師，理科実習助手　15名

　平成30年度は，物理分野，化学分野について，生徒の科学的探究心を
高めるための研修を行います。

【昨年度受講者の感想】（生物分野「主体性を高める生物実験の工夫」
と地学分野「陸水の流動をイメージさせる実験」について研修しまし
た）
・着眼点を提示することで，主体的に取り組めることが実感できた。
・地学現象の一つを分かりやすくイメージできる実験でした。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

期　　　　日 研　　　修　　　内　　　容

７／６
（金）

10:00～16:15

○生徒の科学的探究心を高めるための教材の工夫や授業の構想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（講義・観察・実験）

携　行　品 ・実験衣

担当者からの

メッセージ

担当者からの
担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

Ｃ－１２ 子どもの思いを大切にする図画工作科の授業づくり

つくりだす喜びを児童が実感できる指導方法，児童の思い
に寄り添う評価方法などについて，演習を通して理解を深め
る。

　演習を通して，児童の視点から指導のポイントについて考えます。また，
デジタルカメラを活用した評価方法の工夫や，作品の見方を深める展示方法
の工夫について紹介します。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／10
（金）

10:00～16:15

○子どもが主体的に取り組む題材の設定と指導のポイント（講義・協議・演習）

○〔共通事項〕の視点を踏まえた指導と評価（講義・協議・演習）

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，幼稚園・保育所・認定こど
　も園等は不要）
・実技での汚れ対策用の服装

教諭，講師（臨時），非常勤講師，
保育士，保育教諭　20名

Ｃ－１１
子どもが創意工夫して表現する音楽科の授業づくり
　　　　　　　　　　－小学校音楽科－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

児童が思いや意図をもち，創意工夫して表現する力を育
む，題材構成や授業展開の工夫について，理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／31
（火）

10:00～16:15

○音楽科における授業づくりのポイント（講義・演習）

○子どもが創意工夫して表現する授業の実際（実践発表・講義・演習）

教諭，講師（臨時），非常勤講師
20名

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

　〔共通事項〕と表現や鑑賞の各活動との関連を図った指導の在り方を研修
します。表現（歌唱，器楽，音楽づくり）と鑑賞の指導ポイントや具体的な
実践事例を基に，児童の実態に合った授業づくりのヒントを探っていきま
す。きっと明日からの授業づくりにつながる研修になると思います。

・｢小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。

携　行　品

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　30名

Ｃ－１４

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

情報の技術における指導の工夫
    －技術・家庭科（技術分野）－

　プログラミング等の実習を通して，学校や生徒の実態にあった題材設
定と授業づくりのヒントを探っていきます。

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプロ
グラミングや計測・制御システムについての指導力向上を図
る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　10名

Ｃ－１３ 幼児児童の基本的な動きづくりの指導
－子どもの体力向上につながる授業づくり－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

幼児児童が楽しく夢中になる基本的な動きを身に付けると
ともに，「運動の日常化」につなげるための授業づくりの実
践力を養う。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／10
（金）

10:00～16:15

○子どもの基本的な動きづくりの指導のポイントと実践例
                                           　                              （講義・実技・演習）

携　行　品 ・運動着，屋内用シューズ

　様々な校種の先生方が，一緒に研修すること
で，相互理解を深めることができます。運動に
ついて，幼少期からどんな指導をする必要があ
り，成長していく中でどんな動きにつながって
いくかを学ぶことができます。運動好きの子ど
もを育てるために，手軽にできる楽しい運動を
学びませんか。

９／20
（木）

10:00～16:15

○ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講義・協議・実習）
○計測制御システムの構想とプログラミング（協議・実習）

携　行　品 ・「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)
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（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／４
（水）

10:00～16:15

○スキルトレーニング（演習）

○コミュニケーション・プラクティス（演習）

　英語文化にふれつつ，｢聞くこと｣・｢話すこと(やり取り)｣を中心に，
先生方の英語力に磨きをかけましょう。受講者同士の，あるいはＡＬＴ
とのコミュニケーションを通して，スキルトレーニングを行います。ま
た，複数の技能の統合を図った活動について，生徒の立場で理解を深め
ます。

英語によるディスカッション等の体験を通して，英語科の
授業を担当する教員自身の英語運用能力の向上を図る。

Ｃ－１６ ＪＴＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

Ｃ－１５ 伝え合う力の素地・基礎を養う小学校外国語教育

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

外国語活動（英語活動）及び外国語科(英語科)の実践的な
指導法についての研修を通して，伝え合う力の素地・基礎を
養う授業構想への理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／31
（火）

10:00～16:15

○新学習指導要領の趣旨と指導上のポイント（講義・演習）

○"Let's Try!", "We Can!" を活用した授業で使えるアクティビティー（演習）

○コミュニケーション活動の実際（演習）

教諭，講師（臨時），非常勤
講師　20名

携　行　品 "Let's Try! 1, 2", "We Can! 1, 2" 及び指導編（平成30年，文部科学省）

　小学校の授業ですぐに使えるＡＬＴとのア
クティビティーを体験しながら，新学習指導
要領外国語活動及び外国語科(英語科)の目標
達成に向けた授業のポイントについて研修し
ます。特別支援学校の先生にとっては，英語
活動のヒントが得られ，中学校の先生にとっ
ては，生徒の実態把握と，自校英語科の課題
解決のための手がかりを得る好機です。

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）
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携　行　品
・運動着等動きやすい服装
・住所及び氏名を記し，92円切手を貼付した長形３号封筒（普通救命講
　習Ⅱ修了証送付用）

備　　　考

研　　　修　　　内　　　容

６／11
（月）

10:00～16:15

○応急手当の基礎（講義）
　　　　　　　　　　　　　　　　 秋田大学大学院医学系研究科　講師　奥山　　学
○応急手当の実際（講義・実習）
○ＡＥＤを用いた応急手当の実際（講義・実習）

Ｃ－１７ 救急に役立つ応急手当

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

幼児児童生徒の突然の事故や病気などに対する，正しい応
急手当の方法について理解を深めるとともに，ＡＥＤによる
除細動の正しい手順と実践力を身に付ける。

日　　　時

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　30名

（連絡先：研修班　情報教育担当　℡　018-873-7204）

　授業のねらいを達成するための手立てとして，様々
な場面でＩＣＴが活用されるようになってきました。
その効果的な活用場面と方法，環境整備について研修
を深めます。

授業のねらいを達成するために，効果的にＩＣＴを活用す
る方法についての理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／20
（月）

10:00～16:15

○授業でＩＣＴを活用するために（講義）
○実物投影機の操作と活用（講義・演習）
○ＩＣＴを活用した教材の作成と活用方法（講義・演習）
○基本的なＬＡＮの構築と機器の設定（講義・演習）

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　20名

携　行　品
・作成したデータを持ち帰る場合は，当センターウェブサイト「研修講
　座案内」の「パソコンを使った研修講座の携行品」のページを参照

研　修　の　目　標

・当センターへの受講申込みとは別に，５月21日（月）までに下記の内
　容をメールかＦＡＸで必ず送ること。
  　①本人の住所及び氏名（ふりがな）
　  　※受講者には普通救命講習Ⅱの修了証が発行されます。
  　②緊急時の応急手当や対応方法についての講師への質問
    　E-mail ckyk@akita-c.ed.jp　 FAX 018-873-7201

対　象　と　定　員

（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

　救急医療の専門家（男鹿地区消防署員）を講師に迎
え，学校における応急手当の基礎を学びます。また，
受講者からの質問を事前に集約し，その回答も含めて
講師より助言をいただきます｡

Ｃ－１８ 授業におけるＩＣＴ活用
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教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　20名

教諭，養護教諭，栄養教諭，
事務職員，講師（臨時），
非常勤講師，実習助手，
寄宿舎指導員，保育士，
保育教諭　20名

（連絡先：研修班　情報教育担当　℡　018-873-7204）

Ｃ－１９ 授業に生かすデジタル教材の作成

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

○教育の情報化とデジタル教材を活用した授業の在り方（講義）

○プレゼンテーションソフトの基本操作（講義・演習）

○プレゼンテーションソフトを利用した教材づくり（実習）

○作成したデジタル教材の発表（協議・発表）

プレゼンテーションソフトの利用方法について理解を深
め，授業に生かすデジタル教材の作成力の向上を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／16
（木）

10:00～16:15

８／17
（金）

10:00～16:15

（連絡先：研修班　情報教育担当　℡　018-873-7204）

携　行　品
・デジタル教材を作成するためのデータや資料等
・作成したデータを持ち帰る場合は，当センターウェブサイト「研修
　講座案内｣の｢パソコンを使った研修講座の携行品」のページを参照

備　　　考
・使用ソフト名 … PowerPoint2010またはPowerPoint2013
・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）。

　プレゼンテーションソフトの操作方法と教材作成時のポイントにつ
いて研修します。授業に生かすプレゼンテーション資料を作成してみ
ましょう。

Ｃ－２０ 校務に生かす表計算（関数編）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

表計算ソフトの効果的な活用方法についての実践的な研修
を通して，校務の情報化のためのＩＣＴ活用能力の向上を図
る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／24
（火）

10:00～16:15

 ○関数の活用（講義・演習） ＊成績一覧表，度数分布表など
　　　　　　　 ＜IF，COUNTIF，COUNTA，VLOOKUPなどの関数を扱う＞

携　行　品
・作成したデータを持ち帰る場合は，当センターウェブサイト「研修
　講座案内｣の｢パソコンを使った研修講座の携行品」のページを参照

備　　　考 ・使用ソフト名 … Excel 2010　または　Excel 2013

　基本的な関数（SUM, AVERAGE，MAX，MIN等）の使い方が分かる方を
対象とした研修です。
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Ｃ－２１ 学校ホームページの作成（基礎編）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

著作権や肖像権，個人情報などの扱いに留意しつつ，学校
の教育活動を外部に公開したり，学習活動に生かしたりする
ことのできる学校ホームページの作成・更新等の基本技術の
習得を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／５
（木）

10:00～16:15

○学校ホームページの在り方(講義・演習)

○学校ホームページの作成(演習)

教諭，養護教諭，栄養教諭，
事務職員，講師（臨時），
非常勤講師，実習助手，
寄宿舎指導員，保育士，
保育教諭　20名

　現在，学校の情報発信はホームページが中心となっています。児童生
徒の活躍や学校行事等をタイムリーかつ効果的に発信することで，保護
者や地域の方々などに学校の教育活動を知っていただくことは，とても
重要です。「学校」が見えるホームぺージづくりにチャレンジしましょ
う。

（連絡先：研修班　情報教育担当　℡　018-873-7204）

７／６
（金）

10:00～16:15

携　行　品 ・学校ホームページを作成するために必要なデジタルデータや資料等

備　　　考

・使用ソフト名 … ホームページビルダー19
・スタイルシートやJavaScript,Flash等は扱わない。
・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）。

○サイトの管理とホームページの更新(講義・演習)

○学校ホームページの作成・更新・公開(実習・発表)

Ｃ－２２ 学級づくりに生かすアドラー心理学

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

アドラー心理学は，勇気づけの心理学です。勇気づけは「ほめる」こ
ととは違います。十分に勇気づけられた子どもには，自立心や責任感が
育ちます。アドラーの教育論をどのように学級づくりに生かしていける
のか，子ども理解の理論と共同体感覚の意義などを通して学べる講座で
す。

（連絡先：支援班  児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

教師の「広義の指導力」を高めるため，援助・支援のノウ
ハウを学級づくりに生かすことができるコミュニケーション
スキルの向上を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／26
（木）

10:00～16:15

○勇気づけで共同体感覚を育てる（講義・演習）
　　　　　　　　　　　　　　　         　　 　　文教大学教育学部　教授　会沢　信彦

教諭，養護教諭，講師（臨
時），非常勤講師　30名
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Ｃ－２３ 人間関係づくりに生かす構成的グループエンカウンター

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

上級カウンセラーの佐藤先生は，スクールカウンセラーや南かがやき
教室教育相談員として相談活動を行っています。また，構成的グループ
エンカウンターを様々な場で行う実践者でもあります。優しい語り口と
楽しいエクササイズで参加者全員が温かい気持ちになりながら学べま
す。子どもたちや保護者，同僚，家族との関わりについて，体験するこ
とで「やってみよう」と実践に結び付く研修です。

（連絡先：支援班  児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

人間関係づくりや学級づくりに有効な構成的グループエン
カウンターを体験的に研修して，実践するための基礎的なス
キル定着を図る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

８／６
（月）

10:00～16:15

○新しい感情を体験しよう
　　　－出会いを紡ぐ感情の教育－（講義・演習）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  南かがやき教室　教育相談員　佐藤　さゆ里

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　30名

Ｃ－２４ 教育相談に生かすカウンセリングの技法

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

柴田先生は，毎回，新たな演習を準備してくださり，初めての方も以
前に何度か受講した方も，満足できる充実した内容となっています。受
講者の疑問を確認し丁寧に答えながら進行してくれますので，難しいと
感じることも，最後には「なるほど」と納得できます。教育相談に疑問
や不安を感じている方，ヒントを求めている方にお勧めの研修です。

（連絡先：支援班　児童生徒支援担当　℡　018-873-7205）

悩みや問題を抱えている児童生徒に適切に対応するため
に，学校において活用しやすいカウンセリングの技法につい
て理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

11／７
（水）

10:00～16:15

○教育相談を進める上での基本
　　　－解決志向ブリーフセラピーを中心に－（講義・演習）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋田大学教育文化学部　教授　柴田　　健

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
30名
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　「教育のユニバーサルデザイン」は，特別な支援を必要とする児童生
徒だけでなく，全ての児童生徒にとって安心できる学級や「分かる・で
きる」授業を目指すために大変有効です。この講座では，教育のユニバ
ーサルデザインを進めるための視点について，具体的な手立てを学びな
がら理解を深めることができます。通常の学級における特別支援教育に
ついて一緒に考えてみませんか。

（連絡先：支援班  特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

通常の学級におけるユニバーサルデザインの視点を学び，
児童生徒にとって分かりやすく学びやすくなるための指導の
工夫について理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員
70名

７／31
（火）

10:00～16:15

○公開講演
　　「教育のユニバーサルデザイン化を始めよう～通常の学級スタート編」

○通常の学級におけるユニバーサルデザイン－授業づくり・学級づくり－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講義・演習）
                  　　　　星槎大学大学院教育実践研究科　准教授　阿部　利彦

Ｃ－２５
  通常の学級におけるユニバーサルデザイン
             －学級経営・授業づくり－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

Ｃ－２６
児童生徒の社会性，主体性を育むための指導の工夫
　　　　　　　　　－自立活動の指導－

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

社会性を育てていくことや主体的に学ぶ意欲を伸ばしていくことは，
子どもたちの自立と社会参加のためにとても大切です。実践発表では，
具体的な授業づくりについて学びます。新井准教授は，主に発達障害
児，知的障害児に対する社会性や主体性を育む指導についての講義をし
ます。特別支援学級や通級指導教室，特別支援学校における自立活動の
指導について理解を深めることのできる講座です。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

発達障害児，知的障害児に対する主体性，社会性を育むた
めの授業づくりの視点を具体的に学び，自立活動の指導の在
り方について理解を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

７／13
（金）

10:00～16:15

○自立活動の指導の実際（実践発表・講義）

○社会性，主体性を育むための自立活動の指導（講義・演習）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  茨城大学教育学部　准教授　新井　英靖

教諭，講師（臨時），非常勤
講師，実習助手，寄宿舎指導
員　40名

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ

- 70 -



幼保 小 中 高 特

幼保 小 中 高 特

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

児童生徒の特性に応じた指導・支援に生かすことができる
ように，ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査の解釈について理解を深め
る。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

６／27
（水）

10:00～16:15

○ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査結果の分析と活用（講義・演習）
　　　　　　　　　　   日本臨床発達心理士会茨城支部　支部長　大六　一志

　
発達が気がかりな児童生徒の認知特性を知ることは，個に合わせた指

導を考える上でとても重要です。この講座は，ＷＩＳＣ－Ⅳの結果の解
釈について理解し，検査結果から分かる特性や学校での具体的な指導・
支援について学ぶことができます。検査結果の読み取りを指導に生かす
ことが求められる先生たちにとって大変参考になる講座です。
（※検査の実施方法を学ぶ講座ではありません）

教頭，教諭，養護教諭
（ＷＩＳＣ－Ⅳの実施や解釈
を求められている教員）
40名

Ｃ－２８ 心理アセスメント（ＷＩＳＣ－Ⅳ）の活用

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

通常の学級には，音読が苦手，漢字の書取が苦手などの困難さを抱え
ている児童生徒がいます。その多くは，認知処理能力に偏りがあると言
われています。そのために現れる学習上の困難さに対して，教員はどの
ような支援をしたらよいのでしょうか。具体的な事例を交えながら，研
修を進めていきます。

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

Ｃ－２７ 読み書き障害のある児童生徒の理解と支援

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

読み書き障害のある児童生徒の特性を理解し，指導・支援
の工夫について学ぶ。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

10／15
（月）

10:00～16:15

　
　
○読み書き障害のある児童生徒のアセスメントと指導の工夫（講義・演習）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  秋田大学教育文化学部　講師　鈴木　　徹

教諭，養護教諭，講師（臨
時），非常勤講師，実習助
手，寄宿舎指導員　40名

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特授業研修等を通じて，県内の学校に勤務する講師等として
必要な資質の向上を図る。 講師（臨時），非常勤講師

20名

日　　　時

携　行　品 Ⅱ期：詳細はⅠ期の際に連絡する。

○模擬授業研修（講義・協議）

　研修を受ける機会の少ない講師等の皆さんの学びの場です。児童理解
や授業づくりについての基礎・基本を確認しながら，指導力の向上を図
りましょう。

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

研　　　修　　　内　　　容

Ⅰ
６／27
（水）

10:00～16:15

Ⅱ
９／25
（火）

10:00～16:15

備　　　考
・Ⅰ・Ⅱ期両日の受講を原則とする。非常勤講師の受講に関しては，管
　理職と相談の上，申し込むこと。
・「Ａ－40小学校講師研修講座Ａ」の受講者も受講申込みが可能

○教育相談の考え方と児童理解（講義・演習）

○授業づくりの実際（講義・協議）

Ｃ－３０ 小学校講師等研修講座Ｃ

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

幼児期の気になる子どもの発達特性について理解を深め，
具体的な支援を学ぶ。また，保護者への支援についても理解
を深める。

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

９／４
（火）

10:00～16:15

幼児期の子どもは遊びや友達，周りの人たちとの関わりの中で日々成
長していきます。そんな中で存在する「ちょっと気になる子どもたち」
の理解と支援を考えます。

星山先生は，子どもへの支援や保護者支援について長年取り組んでい
ます。「違うってとても素敵なこと」と，子どもたちが共に学ぶ中で一
人一人のよさを引き出しています。楽しく身体を動かしながら，発達が
気がかりな幼児への具体的な支援を学ぶことができる，受講者に大変好
評な講座です。

携　行　品
・運動着等動きやすい服装，屋内用シューズ
・机がないので，メモを取る場合はバインダーを持参すること。

教諭，養護教諭，栄養教諭，
講師（臨時），非常勤講師，
実習助手，寄宿舎指導員，
保育士，保育教諭　60名

○発達が気がかりな幼児の理解（講義・演習）

○保護者への支援（講義・演習）

○発達が気がかりな幼児への具体的な支援（講義・演習）
明星大学教育学部　教授　星山　麻木  

Ｃ－２９ 気になる幼児の理解と支援

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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（連絡先：教科・研究班　℡　018-873-7203）

Ｃ－３２ 高等学校講師等研修講座Ｃ

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

備　　　考
・Ⅰ・Ⅱ期両日の受講を原則とする。非常勤講師の受講に関しては，管
　理職と相談の上，申し込むこと。
・「Ａ－42高等学校講師等研修講座Ａ」の受講者も受講申込みが可能

　研修を受ける機会の少ない講師等の皆さんの学びの場です。生徒理解
や授業づくりについての基礎・基本を確認しながら，指導力の向上を図
りましょう。

Ⅱ
９／28
（金）

10:00～16:15
○模擬授業研修（講義・協議）

携　行　品 Ⅱ期：詳細はⅠ期の際に連絡する。

授業研修等を通じて，県内の学校に勤務する講師等として
必要な資質の向上を図る。

研　　　修　　　内　　　容

講師（臨時），非常勤講師
20名

日　　　時

Ⅰ
６／27
（水）

10:00～16:15

○教育相談の考え方と生徒理解（講義・演習）

○授業づくりの実際（講義・協議）

Ｃ－３１ 中学校講師等研修講座Ｃ

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

Ⅱ
９／25
（火）

10:00～16:15
○模擬授業研修（講義・協議）

携　行　品 Ⅱ期：詳細はⅠ期の際に連絡する。

備　　　考
・Ⅰ・Ⅱ期両日の受講を原則とする。非常勤講師の受講に関しては，管
　理職と相談の上，申し込むこと。
・「Ａ－41中学校講師研修講座Ａ」の受講者も受講申込みが可能

　研修を受ける機会の少ない講師等の皆さんの学びの場です。生徒理解
や授業づくりについての基礎・基本を確認しながら，指導力の向上を図
りましょう。

Ⅰ
６／14
（木）

10:00～16:15

○教育相談の考え方と生徒理解（講義・演習）

○授業づくりの実際（講義・協議）

授業研修等を通じて，県内の学校に勤務する講師等として
必要な資質の向上を図る。

研　　　修　　　内　　　容

講師（臨時），非常勤講師，
実習助手（臨時）　20名

日　　　時

担当者からの

メッセージ

担当者からの

メッセージ
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幼保 小 中 高 特児童生徒理解や学校保健についての研修を通じて，県内の
学校に勤務する養護教諭(臨時)として必要な資質の向上を図
る。

養護教諭（臨時）　20名

日　　　時 研　　　修　　　内　　　容

（連絡先：支援班　特別支援教育担当　℡　018-873-7215）

Ｃ－３４ 養護教諭（臨時）研修講座Ｃ

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

（連絡先：研修班　℡　018-873-7202）

Ⅰ
７／10
（火）

10:00～16:15

Ⅱ
10／16
（火）

10:00～16:15

携　行　品
Ⅰ期：救急処置計画　10部（学校名を入れる）
Ⅱ期：保健室経営計画　10部（学校名を入れる）

備　　　考
・Ⅰ・Ⅱ期両日の受講を原則とする。
・「Ａ－44養護教諭（臨時）研修講座Ａ」の受講者も受講申込みが可能

　研修を受ける機会の少ない養護教諭(臨時)の皆さんの学びの場です。
児童生徒理解や職務についての基礎・基本を確認しながら，指導力の向
上を図りましょう。

○教育相談の考え方と児童生徒理解（講義・演習）

○人間関係づくりについて（講義・演習）

○保健室経営と健康相談の充実を図るために（講義・協議）

○救急処置・救急体制について（講義・協議）

○疾病管理について（講義・協議）

Ⅰ
６／８
（金）

10:00～16:15

授業研修等を通じて，県内の学校に勤務する講師等として
必要な資質の向上を図る。

研　　　修　　　内　　　容

講師（臨時），非常勤講師，
実習助手（臨時）　20名

日　　　時

○授業づくりの基礎・基本①－学級づくり－（講義・演習）

○授業づくりの基礎・基本②－授業のデザインと実践－（講義・演習）

　研修を受ける機会の少ない講師等の皆さんの学びの場です。授業づく
りについての基礎・基本を確認しながら，指導力の向上を目指しましょ
う。

携　行　品
全期：｢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「資料室」にリンクを掲載）
Ⅱ期：学習指導案（略案）　※詳細はⅠ期の際に連絡する。

備　　　考

・Ⅰ，Ⅱ期両日の受講を原則とする。非常勤講師の受講に関しては，管
　理職と相談の上，申し込むこと。
・「Ａ－43特別支援学校講師等研修講座Ａ」の受講者も受講申込みが可
　能

Ⅱ
９／28
（金）

10:00～16:15
○授業研修（協議）

Ｃ－３３ 特別支援学校講師等研修講座Ｃ

研　修　の　目　標 対　象　と　定　員

担当者からの

メッセージ
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