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全体会

生きる力を豊かに育てる学校教育の創造

第１分科会（国語科）
第２分科会（社会・地歴･公民科）
第３分科会（算数・数学科）
第４分科会（理科）
第５分科会（外国語活動・外国語科）
第６分科会（情報教育）
第７分科会（特別支援教育）
第８分科会（教育相談）

第１分科会（国語科）
第２分科会（社会・地歴･公民科）
第３分科会（算数・数学科）
第４分科会（理科）
第５分科会（外国語活動・外国語科）
第６分科会（情報教育）
第７分科会（特別支援教育）
第８分科会（教育相談）

○基調発表（OJTによる教師力・授業力の向上）
○研究発表

・新学習指導要領の趣旨を踏まえた教育の改善に関する研究
（各種調査の分析による新学習指導要領改訂の背景と改善策）

・特別な教育的ニーズにこたえる学習指導の在り方に関する研究

○基調発表（OJTによる教師力・授業力の向上）
○研究発表

・新学習指導要領の趣旨を踏まえた教育の改善に関する研究
（各種調査の分析による新学習指導要領改訂の背景と改善策）

・特別な教育的ニーズにこたえる学習指導の在り方に関する研究

分科会

各分科会では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（第７分科会）の研究協
力員による事例発表があります。

当日の日程

全体研究主題

平成22年１月29日（金）開催

※申込み等詳細については，教育センターＷebサイト及び各学校へお届けした案内文書を御確認ください。
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総合教育センターＷebサイトをリニューアルしました
新しいトップ画面

検索したい項目へはターゲットリンクボタンが便利
です。

検索したい項目へはターゲットリンクボタンが便利
です。

センターの月々の様子をフォト
ニュースで紹介します。

センターの月々の様子をフォト
ニュースで紹介します。

新しい教育情報や短期研修講座，土曜講座などの開
設等，最新情報でお知らせします。

新しい教育情報や短期研修講座，土曜講座などの開
設等，最新情報でお知らせします。

より見やすく，より使いやすいＷebサイトとなるよ
うに，トップ画面だけなく，各情報のページも全てリ
ニューアルしました。

文字サイズは，見やすい大きさにブラウザ（イン
ターネットエクスプローラーの場合）の「表示→文字
サイズ」で選択してご覧いただけます。

センター案内では，センターの組織や案内，施設
等をご覧いただけます。

センター案内では，センターの組織や案内，施設
等をご覧いただけます。

教育相談案内では，いじめや不登校等の相談や特別支援教
育に関する情報の他，相談の内容や時間，方法等を掲載し
ています。

教育相談案内では，いじめや不登校等の相談や特別支援教
育に関する情報の他，相談の内容や時間，方法等を掲載し
ています。

調査研究では，全体研究や研究紀要，指導資料などの検索
の他，研究提携校や研究協力員
などの教育情報を検索できます。

調査研究では，全体研究や研究紀要，指導資料などの検索
の他，研究提携校や研究協力員
などの教育情報を検索できます。

研究支援では，各種研修会への所
員派遣，電話・文書等による支援等について掲載していま
す。申込様式等もダウンロードできます。

研究支援では，各種研修会への所
員派遣，電話・文書等による支援等について掲載していま
す。申込様式等もダウンロードできます。

意見・質問コーナーからは，教科・領域に関する質問等
について御活用ください。（入力画面が表示されます。）

意見・質問コーナーからは，教科・領域に関する質問等
について御活用ください。（入力画面が表示されます。）

教育情報は，これまでのカリキュラムセンターの内容
を整理して掲載しました。

教育情報は，これまでのカリキュラムセンターの内容
を整理して掲載しました。

長期研修，継続研修には，一年間
の研修内容とともに，研修への申
込み手続き等を整理して掲載しま
した。応募をお待ちしています。

長期研修，継続研修には，一年間
の研修内容とともに，研修への申
込み手続き等を整理して掲載しま
した。応募をお待ちしています。

教職員研修は，総合教育センターで実施するすべての
研修について，それぞれの研修内容を掲載しました。

教職員研修は，総合教育センターで実施するすべての
研修について，それぞれの研修内容を掲載しました。

研修・宿泊申込からは短期研修や土曜講座等の申込み，
宿泊の申込みができます。

研修・宿泊申込からは短期研修や土曜講座等の申込み，
宿泊の申込みができます。

情報満載！
新しいＷebサイトを是非
ご覧ください。

Ｗebサイトへの意見・要望等については，
総合窓口メールを御活用ください。

Ｗebサイトへの意見・要望等については，
総合窓口メールを御活用ください。

全教科・課題等のデザイ
ンを統一し，ページ上に
ナビゲーションを掲載し
ました。

資料を検索しやすい
ように項目ごとに分
類されています。

理科の第１画面

第２画面 理科（中学校）のページ
第２画面 理科（中学校）のページ



① 農業・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉に
関する学科，又はその他の専門に関する学科や総
合学科を設置している高等学校において，情報技
術・情報処理に関する科目を担当する教員及び情
報教育の推進を担当する教員

② 普通科を設置している高等学校で，普通教科
「情報」を担当している教員及び情報教育の推進
を担当する教員

研修期間

募集対象

研修コース

研修内容

平成22年５月から平成23年２月までの期間におけ
る金曜日（予定）〔平成21年度は年間19回実施〕

継続研修
（高等学校情報処理教育研修）

情報化に対応した情報処理教育及び情報教育を
推進するために，年間を通して継続的に専門的研
修を行います。

① 情報技術 ② 情報処理 ③ 情報総合

① 共通研修 ② コース別研修

教員としての資質を高め，本県教育の充実・発
展に寄与する人材の育成を図るために，１年間の
研修を行います。

研修期間

募集対象

研修内容

平成22年４月から平成23年３月までの1年間

教職経験７年以上でステップアップ研修を修了
した小・中・高等学校及び特別支援学校の教員
（パワーアップ研修該当者を除く）

教育実践上の課題に関する研究及び教育全般に
ついての研修

研修者募集の詳細は
教育センターＷebサ
イトで御確認ください。

長期研修者研究発表会を開催します

期日：平成22年２月18日（木）
会場：県総合教育センター

平成21年度の長期研修者11人が，１年間の研究の成果を発表します。

＜発表教科・領域等＞
・国語（小，中，高） ・社会（中） ・公民（高）
・数学（中） ・理科（小） ・図画工作（小）
・音楽（小） ・道徳（小） ・特別支援教育

昨年度長期研修者研究発表会
※ 長期研修者研究発表会の詳細は11月下旬に案内予定です。

研修者を募集します

調査研究「実態調査」への御協力
ありがとうございました

県内すべての公立小・中・高等学校・特別支援学校を対象に，調
査研究の基礎資料とするため，教科教育，情報教育，生徒指導に関
する実態調査を実施しました。

なお，調査結果は，今後の調査研究に活用すると共に，調査研究
発表会や研究紀要等を通して公表することとしております。

＜教科教育研修課＞
自ら考え判断し，表現できる力をはぐくむ学習指導の在り方に関する研究

【各課の研究テーマ】

＜情報教育研修課＞
児童生徒の発達の段階に応じた情報モラルの指導の在り方に関する研究

＜教育相談課＞
自己指導力の育成に向けた組織的・計画的な生徒指導の在り方に関する研究

心のふれあい相談
（子どもに関する相談機関の合同相談会）

・日 時 平成21年11月15日（日）
・受 付 ９:00～16:00
・相談時間 ９:00～17:00
・場 所 かごしま県民交流センター

西棟５階
（駐車場は，２時間まで無料です。）
・対 象 子ども，保護者，教育関係者等
・相談方法 面接相談

お気軽に
御相談く
ださい。

問合わせ先
教育相談課

099-29４-2788

長期研修

研修室風景


