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９月11日から第Ⅱ期の土曜講座がスタートします。
新たに午後からの講座や県立青少年研修センター等との

連携講座も実施します。是非ご参加ください。
※ 講座内容については，Ｗebサイトで検索できます。
※ 申込みは，Webサイト及びFAXで受け付けています。

午後の講座も
始まります

午後の講座も
始まります

土曜講座土曜講座 第第ⅡⅡ期スタート期スタート

平成22年度　

開催月日 対象校種 講　　座　　名 (開催
時間帯)

開催月日 対象校種 講　　座　　名 (開催
時間帯)

小 生活科「動くおもちゃ」つくり講座
（午後）

小
基礎から学ぶ新任教務主任講座
～基礎・基本編～ （午前）

小 小学校授業力向上講座（１）－算数科－
（午後）

小
基礎から学ぶ新任教務主任講座
～教育課程編成編～ （午後）

小
音楽会を楽しもう！（小学校）
～歌唱及び器楽指導の基礎講座～ （午前）

小・中 「国語科学習指導案の書き方」基礎講座
（午前）

小 「説明文の教材研究の進め方」基礎講座
（午前）

小・中・
高・特

ＩＣＴ活用講座
～ＩＣＴを活用した分かりやすい情報提示の在り方～ （午前）

小・中
図画工作科・美術科
「B鑑賞」の学習指導の進め方講座 （午前）

小・中・高
・指導主事

等

「基礎・基本」定着度調査等をいかした
社会科の授業改善講座２ （終日）

小・中
外国語活動
「英語ノート」を活用した授業づくり講座 （午前）

中 基礎から学ぶ中学校保健体育科実践講座
（午後）

小・中
特別な教育的支援が必要な子どもの保護者と
語る教育相談（就学相談）講座 （午前）

中
中学校美術科
「講座：新学習指導要領解説美術編をよむ」 （午前）

中 中学校数学授業づくり講座
（午後）

小・中・高
・指導主事

等

「郷土教育」入門講座Ⅲ
～近代化産業遺産を活用した社会科・地歴公民科
の授業～（世界文化遺産課との連携） （午後）

中 「説明文の教材研究の進め方」基礎講座
（午後）

小・中・
高・特

学校ホームページ作成・更新講座
～新しい情報を見やすく，分かりやすく～ （午後）

小・中・高
・指導主事

等

「基礎・基本」定着度調査等をいかした
社会科の授業改善講座１ （午前）

小・中・
高・特

イカの解剖実験講座
（午前）

小・中・
高・特

いおワールドで学ぶ！
「水族館を活用した理科の学習指導」 （午後）

中 中学校理科講座　「直流と交流」
（午後）

幼・小・特
学級づくりに役立つ創作活動
　（青少年研修センターとの連携） （午前）

高
「授業は英語で行うことを基本とする」とは？
～北海道旭川北高校に学ぶ～ （午後）

小・特
楽しい算数科学習指導基礎講座
～教材・教具，学習課題の工夫～ （午前）

小
使ってみよう，手回し発電機！
　　　　　　　（小学校理科講座） （午前）

小・中・高
いじめの再発や継続を防ぐ！
～個別支援計画作成の実際～ （午前）

小・中 トントン・ギコギコ　楽しい工作講座（木工編）
（終日）

小・中・高
・指導主事

等

「郷土教育」入門講座Ⅰ
～郷土の素材をどう活用するか～ （午後）

小・中
レクリエーションを活用した心と体の育成講座
　（青少年研修センターとの連携） （午前）

小・中・
高・特

パワープレゼンテーション講座
～視覚に訴えるスライドと分かりやすいプレゼ
ンテーション～ （午後）

小・中・高
・指導主事

等

「基礎・基本」定着度調査等をいかした
社会科の授業改善講座３

（午前）

小・中・
高・特

基礎から学ぶＷＩＳＣ－Ⅲ知能検査
（午前）

小・中・
高・特

天体望遠鏡の使い方及び実は簡単な天体写
真撮影法講座 （午前）

小・中・
高・特

指導に生かすＷＩＳＣ－Ⅲ知能検査
（午後）

小・中・
高・特

Ｌｉｎｕｘによるサーバ構築
～プロキシサーバ編～ （終日）

高
新学習指導要領（高等学校化学）の改訂の
ポイントを学ぶ講座 （午後）

小・中・
高・特

見て　やって　伝える　わかる　手話講座
（午前）

小 内的世界を感じるコラージュ技法の教育相談講座 （午前）
小・中・特 障害のある子どものコミュニケーション支援講座 （午前）

小・中・特 ブックトークに挑戦しよう！
（午前）

中・高・特
先哲の思想を社会科，地歴公民科の授業に生かす
工夫 （午後）

小・中・
高・特

ミジンコ・ゾウリムシ・ヒドラ・アルテミアなど
の飼育・観察講座 （午前）

高
「わかる」を実感できる高校数学学習指導講座
～教材・教具を用いた授業の工夫～ （午後）

小・中・高
・指導主事

等

「郷土教育」入門講座Ⅱ
～資料で語る鹿児島の歴史～ （午後）

小
初めての箏（こと）
～“さくらさくら”にチャレンジしよう～ （午前）

小・中・
高・特

校務の情報化のための校内ＬＡＮ管理運用講座
（終日）

小・中
これで大丈夫！初めての家庭科担当講座
～簡単な被服実習を取り入れて～ （午前）

中
“曲種に応じた発声”って？
～声について考える～ （午前）

小・中・高
・指導主事

等

「基礎・基本」定着度調査等をいかした
社会科の授業改善講座４ （午前）

高
高等学校国語科基礎講座
「言語活動の充実を図る詩歌（韻文）指導」 （午後）

中・特 技術・家庭科（技術分野）　教材教具作成講座
（午後）

中 中学校社会科学習の基本的な進め方 （午後）

中 中学校数学授業づくり講座 （午後）

小・中・高 生徒指導担当者のための生徒指導講座

（午前）
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センニチコウ

各種研修で先生方は熱く燃えた！

この夏，パワーアップ研修をはじめとした各種研修が，教育センターを中心に様々な会場で開催さ
れました。どの会場においても，教員としての資質の向上を図ろうとする先生方の熱気であふれてい
ました。終了後の受講者の表情は一段と引き締まり，２学期以降のエネルギーが充填されていました。

職員の子どもによる職場見学会
８
月
19
日
(木

）

見学に来てくれた家族に，仕事のことや職場の
様子を知ってもらうことができました。

仕事をするお父さんは，
おうちとは，違うんだね。

メランポジューム

トマト

パワーアップ研修（学校組織マネジメント）

喜界島で移動講座スタート

移動講座43講座のうち，14講
座が離島で行われています。今
年度から，喜界島での移動講座
が始まり，7月22日，23日の両日
には，「小学校外国語活動」の
講座が開かれました。

パワーアップ研修（選択研修 小：社会科）

いじめ問題研修会
パワーアップ研修（マリンスポーツ）

[鹿屋体育大学開設講座]

短期研修講座（中高理科講座）
[鹿児島大学との連携講座]

パワーアップ研修（選択研修 高校数学）

【受講者の声】
外国語活動が分かってき

ました。今後，実践を通し
て指導技術を高めていきた
いと思います。

教育センターの紹介


