
【研修番号】 期日*1

研修名 会場*2

9:10～10:30 人権・同和教育（人権同和教育課） ○ 20 ×
10:40～12:00 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 20 ×
13:00～16:00 組織マネジメント（国士舘大学・北神正行） 20 ×

11/15浜セ 9:00～14:20 リスクマネジメント（大阪大学・小野田正利） 20 ○
11/16島セ 9:00～14:20 リスクマネジメント（大阪大学・小野田正利） 10 ○
11/15浜セ 9:10～10:30 メンタルヘルス（県内養護教諭等） 10 ○
11/16島セ 9:10～10:30 メンタルヘルス（県内養護教諭等） 10 ○
11/15浜セ 10:40～12:00 リスクマネジメント（島根県弁護士会　佐藤　力） 10 ○
11/16島セ 10:40～12:00 リスクマネジメント（島根県弁護士会　佐藤　力） 10 ○

6/7隠合 13:00～14:20 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 10 ×
6/19浜セ 9:00～10:20 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 10 ×
6/19益合 13:00～14:20 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 10 ×
6/26出合 9:00～10:20 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 10 ×
6/29松合 9:00～10:20 特別支援教育（特別支援教育課） ○ 10 ×

9:20～10:30 教育法規・服務（学校企画課） 10 ×
10:40～12:00 リスクマネジメント（子ども安全支援室） ○ 10 ×
13:00～14:20 特別支援教育（特別支援教育課） 10 ×
14:30～15:50 人権・同和教育(人権同和教育課) ○ 10 ×

1/18松合 9:00～12:00 組織マネジメント（鳴門教育大学・久我直人） 10 ○
7/11松合 9:00～15:50 組織マネジメント（兵庫教育大学・浅野良一） 20 ×

9:00～12:00 リスクマネジメント（東京学芸大学・渡邊正樹） 20 ○
13:00～14:50 授業改善と校内人材育成（島根県教育センター） 20 ○
15:00～15:50 管理職として期待すること（元県教育長・藤原義光） 20 ○

7/27浜セ 9:10～12:00 外部との折衝・連携（県内外の先輩校長等） 5 ×
7/30島セ 9:10～12:00 外部との折衝・連携（県内外の先輩校長等） 5 ×

【1123】主幹教諭研修（２年目） 7/6島セ 10:30～12:00 リスクマネジメント（子ども安全支援室） 10
島セ

企研S ×

【1124】主幹教諭研修（新任） 7/6島セ 9:00～10:30 組織マネジメント（島根大学・熊丸真太郎） 5
島セ

企研S ×
8/6三瓶青少年

交流の家
13:00～16:00 生徒指導・危機管理（神田外語大学・嶋﨑政男） ○ 20 ×

8:50～11:50
カリキュラム・マネジメント（兵庫県たつの市立新宮
小・石堂　裕）

20 ×

12:50～15:50
人材育成・コーチング（(株)アニメートエンタープライ
ズ・野津浩嗣）

20 ×

8:50～11:50
特別支援教育の視点からの学校経営（京都府教
育センター・後野文雄）

○ 20 ×

12:50～15:50 組織マネジメント（島根大学・熊丸真太郎） 20 ×
【959】高等学校特別支援教育推進
研修

11/29松合 10:00～12:00
高等学校における特別支援教育の推進（和歌山
大学・米澤好史）

○ 20 特支課 ×

10/3松合 午前２時間 通級による指導（大学教授、特別支援教育課） ○ 10 ×
10/4浜合 午前２時間 通級による指導（大学教授、特別支援教育課） ○ 10 ×
6/28益合 9:00～16:40 10 ×
6/29浜セ 9:00～16:40 10 ×
7/11出合 9:30～16:00 10 ×

7/13松合 9:30～16:00 10 ×

★【1107】通級指導教室担当教員等研修（10/3 松江合庁、10/4浜田教育センター）は、
　申込を締め切りました。（9/14）

*5
人数枠

申込先
申込
状況

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

島セ
企研S

特支課

健康課題の現状と対応、子どもの性の問題と支援
（臨床心理士等）
健康教育指導者養成研修伝達（中央研修受講
者）

10/12松合

8/8三瓶青少年
交流の家

島セ
企研S

5/25松合

対象時間*3 内容（講師） *4

8/7三瓶青少年
交流の家

5/17松合

【628】養護教諭研修

【1122】管理職研修（３年目副校長・
教頭）

【1186】ミドルリーダー育成研修

健康教育の考え方、がん教育の進め方（日本女子
体育大学・助友裕子）、実践発表（予定）

【535】健康教育（学校保健）研修

【1181】小・中学校長学校経営実践
研修

【1119】管理職研修（校長２年目）

【1118】管理職研修（新任校長）

【1120】管理職研修（新任副校長・
教頭）

【1121】管理職研修（副校長２年目・
教頭２年目）

【1107】通級指導教室担当教員等
研修

管理職セレクト研修（教育センター等の研修）申込状況（Ｈ３０．９．１４）現在

　　申込状況の欄を確認してください。
　　○…受付可能　　△…残りわずか　　×…受付終了
　　※「平成30年度管理職研修の手引」から変更になった箇所については朱書で訂正してあります。
　　※*1､2､3､4､5 については、「平成30年度管理職研修の手引」13ページで確認してください。

島セ
企研S



【843】栄養教諭研修 9/21松合 10:00～16:00
食に関する指導の取組（予定）
実践発表（県内養護教諭） 10

島セ
企研S ○

8/7県民会館 13:00～16:35 ○ 20 ×
8/8浜合 9:00～12:35 ○ 15 ×

9/18浜セ 13:00～16:35 ○ 20 ○
9/19松合 9:00～12:35 ○ 20 ○

8/9メッセ 9:00～16:10 ○ 20 ×

8/10浜セ 9:00～16:10 ○ 20 ×

5/23島セ 13:00～16:20 10 ×
6/6浜セ 13:00～16:20 10 ×

【931】小・中学校新任研究主任等研
修

7/27島セ 10:00～12:00
１学期の実践の振り返りと２学期に向けての計画
（大阪教育大・木原俊行）

10
島セ

企研S ×

5/17松合 10:40～12:00
人権・同和教育をすすめるために（人権同和教育
課）

○ 5 ×

5/18松合 9:00～10:20 特別支援教育について（島根県教育センター） ○ 5 ×
【1149】小・中学校事務職員事務
リーダーフォローアップ研修

9/7島セ 13:00～14:30 県の教育施策（教育指導課） 5
島セ

企研S ×
【1115】グローバル化に対応した外国
語教育研修（高等学校）

8/6島セ 9:10～12:00 趣旨説明（教育指導課） 10 指導課 ×
【1116】グローバル化に対応した外国
語教育研修（中学校）

8/20島セ 9:10～12:00 今、求められている英語教育（教育指導課） 10 指導課 ×
【1117】グローバル化に対応した外国
語教育研修（小学校）

8/20島セ 9:10～12:00 今、求められている英語教育（教育指導課） 10 指導課 ×
【1144】日本語指導が必要な児童生
徒教育研修

5/31出合 9:40～12:00
日本語指導が必要な児童生徒のの現状と課題等
（東京学芸大学・吉谷武志）

10 指導課 ×

【957】幼稚園教育課程研修 8/1ビッグハート 13:30～15:30
これからの幼児教育に期待されること（白梅学園大
学・無藤　隆）

10
島セ

企研S ×

【1078】幼保小連携講座 8/24松合 9:00～12:00
幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続につい
て（文部科学省生活科・渋谷一典）

5
島セ

企研S ×
【1185】保育教諭・幼稚園教諭・保
育士合同研修

10/15浜セ 14:00～16:00
要領・指針に見る幼児教育で大切にすべきこと（千
葉大学・砂上史子）

10
島セ

企研S ○

8/3松合 13:00～16:30 10 ×
8/10浜セ 13:00～16:30 10 ×

10/17島セ 9:00～12:00 10 ○
10/18浜セ 9:00～12:00 10 △
5/30島セ 13:00～16:00 5 ×
6/1隠合 14:30～16:45 5 ×
6/7浜セ 13:00～16:00 5 ×

7/25出合 9:00～12:00 10 ×
7/26浜セ 9:00～12:00 10 ×
7/26隠合 9:00～12:00 10 ×

【1187】学校図書館活用教育講座 8/24浜セ 10:00～12:00
中・高等学校での授業改善に生かす学校図書館
活用教育（放送大学/関西大学・塩谷京子）

10
浜セ

研研S ×

10/18吉田小
（益田）

9:00～12:00 5 ○
10/19掛合小

（雲南）
9:00～12:00 5 △

【255】小学校国語科教育講座 10/5附属小 10:00～16:00
これから求められる国語科の授業づくり（島根大
学・冨安慎吾）

10
島セ

企研S ○

【1035】小学校社会科教育講座 8/24浜セ 10:00～12:00
思考力・判断力・表現力を育てる社会科授業づくり
(文部科学省・澤井陽介)

10
島セ

企研S ×

【1136】小学校理科教育講座 7/4附属小 9:00～12:00
子どもが「理科の見方・考え方」を働かせて問題解
決する理科の授業づくり（文部科学省・鳴川哲也）

5
島セ

企研S ×

【362】小学校家庭科教育講座 9/14浜セ 10:00～12:00
「Ａ家族・家庭生活」に関する授業の構想と学習指
導法　(山口大学・西　敦子)

3
島セ

企研S △

【1137】小学校音楽科教育講座 8/22浜セ 10:00～16:00
曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって
聴く鑑賞の授業づくり（名古屋学院大学・江田　司）

5
島セ

研情S ×

東日本大震災の教訓（㈱社会教育研究所・首藤
由紀）

「交通安全」の現状と課題（東北工業大学・小川和
久）

子安室

子安室

【1170】学校安全（災害安全）研修

【1184】学校図書館担当者（司書教
諭）研修

図書館のマネジメント（青山学院女子短期大学・堀
川照代）

複式教育の現況と複式教育の指導法（教育指導
課・教育センター）

【1176】複式学級新任担当者研修

【1126】キャリア教育研修

【113】小学校算数科教育講座
新学習指導要領を踏まえた算数の授業づくり（文
部科学省・笠井健一)

【963】小・中学校事務職員新任事務
リーダー研修

【478】小・中学校教務主任研修

【1022】学校と地域の連携実践研修

【998】生徒指導実践研修

【1172】学校安全（交通安全）研修

学校教育において基盤となる積極的な生徒指導
の取組～特別支援教育と生徒指導の視点から～
（国立特別支援教育総合研究所・横山貢一）

カリキュラム・マネジメントによる教育課程の活性化
（島根県教育センター）

学校と地域との連携を推進していくための知識の習
得と意欲の向上　　　　　（社会教育課）

新学習指導要領とキャリア教育　（教育指導課）

島セ
企研S

島セ
研情S

島セ
企研S

子安室

島セ
企研S

島セ
企研S

社教課

浜セ
研研S



7/4島セ他
10:00～12:00
（午後も参加可）

子どもの視点から考える音楽の授業（文部科学省・
臼井　学）

5 ×

7/5湖南中 10:00～12:00 研究授業と授業研究（文部科学省・臼井　学） 5 ×
7/5松江一中 14:00～16:00 研究授業と授業研究（文部科学省・臼井　学） 5 ×

【639】小学校図画工作科教育講座 7/26浜セ
10:00～12:00
（午後も参加可）

新学習指導要領を踏まえた「造形的な見方・考え
方」を働かせる授業づくり(文部科学省・岡田京子)

5
浜セ

研研S ×

【818】中・高等学校美術科教育講座 6/14浜セ 10:00～12:00
新学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえた、主体
的・対話的で深い学びの実現を図る授業改善(文
部科学省・東良雅人)

5
浜セ

研研S ×

9:00～12:00

9:00～16:00

【782】「総合的な学習の時間」講座 6/1島セ 10:00～12:00
新学習指導要領の趣旨を踏まえた総合的な学習
（探究）の時間の在り方（國學院大學・田村　学）

10
島セ

企研S ×

【1063】特別活動講座 7/6島セ 14:00～16:00
特別活動の充実で子ども・学級・学校が変わる（國
學院大學・杉田　洋）

10
浜セ

研研S ×

9:00～12:00

9:00～16:00

【1156】【情報教育】ＩＣＴを活用した
子どもの情報活用能力育成講座

10/5島セ 9:00～12:00
子どもたちの情報活用能力の育成と主体的・対話
的で深い学び（鳴門教育大学・藤村裕一）

10
島セ

研情S △
【1188】【情報教育】子どものプレゼン
テーション能力育成講座

10/10島セ 9:00～12:00
プレゼンテーション能力の育成について（講義・演
習）（島根県教育センター）

10
島セ

研情S ○

9:00～12:00

9:00～16:00

9:00～12:00

9:00～16:00

11/21浜セ 13:00～16:00 6 ×
11/22島セ 13:00～16:00 6 ×
7/25浜セ 9:00～12:00 ○ 15 ×
7/27島セ 9:00～12:00 ○ 15 ×

【1173】特別支援学級担任スキル
アップ研修

6/28松合 10:00～12:00
児童生徒の実態に応じた授業づくり・学級経営
（仮）（鳥取大学・三木裕和 他）

○ 15
島セ

教相S ×
【924】開発的教育相談・積極的生徒
指導実践講座

8/20浜セ 10:00～12:00
子どもたちや保護者・教職員間のよりよい人間関係
の構築（スクールカウンセラー・稲田　彰）

○ 20
浜セ

教相S ×

【1068】児童理解と支援講座 10/26出市 10:00～16:00
通常の学級における特別な支援-合理的配慮の
視点から-（大阪教育大学・竹田契一）

○ 20
島セ

教相S ×

【1042】生徒理解と支援講座 9/12松合 9:50～16:20 思春期の行動・感情の理解(島根大学・岩宮恵子) ○ 20
島セ

教相S ×

×

×

×

○

【1094】特別支援学級担任３年目研
修

校内における特別支援学級の意味について（江津
市特別教育指導員・田中康夫）

学校における情報セキュリティについて（講義・演
習）（島根県教育センター）

10

【862】中学校技術教育講座

【914】【校務の情報化】学校情報セ
キュリティ

【781】中・高等学校音楽科教育講座

新学習指導要領の趣旨を踏まえた技術分野の授
業づくり(文部科学省・上野耕史)

タブレット端末の基本的な操作と授業での活用につ
いて（島根県教育センター）

9/26浜セ

【1189】【情報教育】小学校プログラミ
ング教育講座

プログラミング教育について（講義・演習）（島根県
教育センター）

島セ
研情S

10

108/23島セ

6/27浜セ

6/29島セ

10

【1191】【ＩＣＴ活用】タブレット端末活
用講座（入門編）

島セ
教相S

島セ
研情S

島セ
研情S

島セ
研情S

島セ
研情S


