
講座名 講座内容
対　象
学校種

5月26日 午前
これですっきり！
「絵に表す」指導講座（小学校編）

　新学習指導要領に対応した絵に表す活動の
指導について，実際に簡単な製作を行いなが
ら，発達段階に応じた指導上の留意点や表現
技法，リカバリーのアイデア，相互鑑賞の方
法等について，実践的に学ぶ講座です。

小

5月26日 午前
これで安心！
小学校国語基礎講座
－「読むこと」の単元づくりと評価を中心に－

　定番教材を使って，教材研究の進め方や具
体的な単元づくりの手順，評価についての考
え方や具体的方法など，小学校国語科の授業
づくりの基礎について学びます。

小・特

5月26日 午前
パフォーマンス評価の体験を通して授業
改善に生かす中学校外国語講座
－「話すこと」の評価を中心に－

　新学習指導要領改訂のポイントを理解した
上で，ＧＴＥＣのスピーキングテスト（タブ
レット端末使用）を体験することを通して，
パフォーマンス評価の在り方や授業改善のヒ
ントを学びます。
　※市町村教育委員会の指導主事も参加可能
です。

中・特

5月26日 午前

【目指そう！かごしまの教師Ⅰ】
①鹿児島県の教育の特色
②教育の情報化とICT活用
（開催場所：鹿児島大学）

　鹿児島県の教師になりたい大学生や講師等
を対象に，基本的かつ実践的指導力の向上を
目指しつつ，具体的な教師像を描きます。

臨時的任
用教諭，
学生

5月26日 午前

【指導主事講座Ⅰ】
①「学校楽しぃーと」,「SNSチェック
シート」を活用した児童生徒理解と学校
カウンセリングの進め方

②テレビ会議システム『Ｆ＠ceネット
（つらネット）』の活用講座

①　「学校楽しぃーと」，「SNSチェック
シート」を活用した児童生徒理解の方法につ
いて，演習を通して学ぶと同時に，それを生
かした学校カウンセリングの進め方や教育相
談等での活用について理解を深めます。

②　実際にテレビ会議システムを使いなが
ら，市町村の教育委員会での研修会や指導助
言での活用方法を学びます。

指導主事

5月26日 午後
これですっきり！
「絵に表す」指導講座（小学校編）

　新学習指導要領に対応した絵に表す活動の
指導について，実際に簡単な製作を行いなが
ら，発達段階に応じた指導上の留意点や表現
技法，リカバリーのアイデア，相互鑑賞の方
法等について，実践的に学びます。

小

5月26日 午後 初めての複式学級担任講座
－自ら学び自ら考える複式学習指導法－

　初めて複式学級を担任する教員を対象に，
学年別指導の基本的な考え方と授業の進め方
を学びます。講義に加えて，ＶＴＲ視聴や情
報交換も行います。

小

5月26日 午後
児童と英語で豊かにやり取りする力を高
める小学校外国語講座
－高学年のSmall Talk の活動を中心に－

　高学年向け新教材「We Can！」に示されて
いるSmall Talkのスクリプトを基に発音練習
を行ったり，英語で児童とやり取りするため
の実習を行ったりすることを通して，英語の
基本的な運用能力を高めます。

小・特

開設日
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講座名 講座内容
対　象
学校種

開設日

平成30年度第Ⅰ期土曜講座開設一覧

5月26日 午後 教材生物土曜バザール

　外来種問題を学んだ後，互いに持ち寄った
授業（観察，実験）で活用できる教材生物の
無償交換と高校生物実験に関わる情報交換を
行います。

高

6月30日 午前
児童生徒に書く楽しさを実感させる作文
指導の進め方

　書くことへの児童生徒の苦手意識について
一緒に考え，苦手意識を基に児童生徒が書く
楽しさを実感できる作文指導の進め方や評価
のポイントについて学びます。

小・中
特

6月30日 午前
みる・きく・集中するための明日からで
きるコグトレ講座

　教育現場で先生を悩ませる子供の行動は
様々であり，その行動は「困っている子供」
の訴えでもあります。
　子供の理解を深め，認知的アプローチをす
るために，通常の教室でも，明日からでも，
短時間でも行える「コグトレ」を紹介しま
す。

小・中
高・特



　平成30年度第Ⅰ期

鹿児島県総合教育センター

5月26日 実施分

校　　種 場　　 所 準備するもの等

小 １８ 人 9:30 ～ 12:00
絵画デザイン

研修室
担当学年教科書，汚れてもよい
服装

小･特 ２０ 人 9:30 ～ 12:00 ３　号　室
小学校学習指導要領解説国語編
教科書「こくご二上」，「国語四上」（光
村図書）

中･特 ６０ 人 9:30 ～ 12:00 １　号　室 特になし

（情報教育研修課・ 木原）

臨時的任用教
諭・学生等 ６０ 人 9:30 ～ 12:00

鹿児島大学ｱｸﾃｨﾌﾞ
ﾗｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 特になし

（情報教育研修課・ 川原）

行＝指導主事等 ２０ 人 9:30 ～ 12:00 情報教育研修室Ⅰ 特になし

　「学校楽しぃーと」，「SNSチェックシート」
を活用した児童生徒理解の方法について，演習
を通して学ぶと同時に，それを生かした学校カ
ウンセリングの進め方や教育相談等での活用に
ついて理解を深める講座です。

　鹿児島県の教師になりたい大学生や講師等を
対象に，基本的かつ実践的指導力の向上を目指
しつつ，具体的な教師像を描く講座です。

　実際にテレビ会議システムを使いながら，市
町村の教育委員会での研修会や指導助言での活
用方法を学ぶ講座です。

5

【指導主事講座Ⅰ】
①　「学校楽しぃーと」，「SNSチェックシー
ト」を活用した児童生徒理解と学校カウン
セリングの進め方

4

【目指そう！かごしまの教師Ⅰ】
①　鹿児島県の教育の特色
②　教育の情報化とICT活用
（開催場所：鹿児島大学）

（教職研修課・ 松本）

（教育相談課・ 宇都）

②　テレビ会議システム
Ｆ＠ｃｅネット（つらネット）の活用講座

番
号

講　　座　　名（担当者名） 講　　　座　　　内　　　容

定　員 時　　　間

　新学習指導要領に対応した絵に表す活動の指
導について，実際に簡単な製作を行いながら，
発達段階に応じた指導上の留意点や表現技法，
リカバリーのアイデア，相互鑑賞の方法等につ
いて，実践的に学ぶ講座です。

　新学習指導要領改訂のポイントを理解した上
で，GTECのスピーキングテスト（タブレット端
末使用）を体験することを通して，パフォーマ
ンス評価の在り方や授業改善のヒントについて
学ぶ講座です。
※　市町村教育委員会の指導主事の参加も可

1

これですっきり！
「絵に表す」指導講座（小学校編）

（教職研修課・ 福森）

3

パフォーマンス評価の体験を通して授
業改善に生かす中学校外国語講座
－「話すこと」の評価を中心に－

（教科教育研修課・

2

　定番教材を使って，教材研究の進め方や具体
的な単元づくりの手順，評価についての考え方
や具体的方法など，小学校国語科の授業づくり
の基礎について学ぶ講座です。

これで安心！
小学校国語基礎講座
－「読むこと」の単元づくりと評価を中心に－

（教科教育研修課・ 宮脇）

別枝）

土 曜 講 座 開 設 一 覧
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　平成30年度第Ⅰ期

鹿児島県総合教育センター

5月26日 実施分

校　　種 場　　 所 準備するもの等

小 １８ 人 13:30 ～ 16:00
絵画デザイン

研修室
担当学年教科書，汚れてもよい
服装

小 ２０ 人 13:30 ～ 16:00 ３　号　室 特になし

小･特 ２０ 人 13:30 ～ 16:00 語学研修室
新教材「We CAN！1･2」とその教
師用指導書

高 ２０ 人 13:30 ～ 16:00 理科研修室 提供できる教材生物，入れ物

6

　新学習指導要領に対応した絵に表す活動の指
導について，実際に簡単な製作を行いながら，
発達段階に応じた指導上の留意点や表現技法，
リカバリーのアイデア，相互鑑賞の方法等につ
いて，実践的に学ぶ講座です。

これですっきり！
「絵に表す」指導講座（小学校編）

（教職研修課・ 福森）

番
号

講　　座　　名（担当者名） 講　　　座　　　内　　　容

定　員 時　　　間

（教科教育研修課・義務教育研修係）

　初めて複式学級を担任する教員を対象に，学
年別指導の基本的な考え方と授業の進め方を学
ぶ講座です。 講義に加えて，VTR視聴や情報交
換も行います。

9

　外来種問題を学んだ後，互いに持ち寄った授
業（観察，実験）で活用できる教材生物の無償
交換と高校生物実験に関わる情報交換を行う講
座です。提供教材生物無しでも参加可能です。

教材生物土曜バザール

（教科教育研修課・ 西）

7

初めての複式学級担任講座
－自ら学び自ら考える複式学習指導法－

8

　高学年向け新教材「We Can!」に示されている
Small Talkのスクリプトを基に発音練習を行っ
たり，英語で児童とやり取りするための実習を
行ったりすることを通して，英語の基本的な運
用能力を高める講座です。

児童と英語で豊かにやり取りする力を
高める小学校外国語講座
－高学年のSmall Talkの活動を中心に－

（教科教育研修課・ 別枝）

土 曜 講 座 開 設 一 覧
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　平成30年度第Ⅰ期

鹿児島県総合教育センター

6月30日 実施分

校　　種 場　　 所 準備するもの等

小･中･特 ２０ 人 9:30 ～ 12:00 ３　号　室
指導中の作文があれば御準備く
ださい。

小･中･
高･特 １５ 人 9:30 ～ 12:00 大 研 修 室

新聞紙20枚，筆記用具，体を動
かせる服装

10

　書くことへの児童生徒の苦手意識について一
緒に考え，苦手意識を基に児童生徒が書く楽し
さを実感できる作文指導の進め方や評価のポイ
ントについて学ぶ講座です。
※　実際の児童生徒の作文があれば，今後の具
体的な指導の進め方について学習できます。

児童生徒に書く楽しさを実感させる作文指
導の進め方

（教科教育研修課・ 宮脇）

番
号

講　　座　　名（担当者名） 講　　　座　　　内　　　容

定　員 時　　　間

11

　教育現場で先生を悩ませる子供の行動は様々
であり，その行動は「困っている子供」の訴え
でもあります。子供の理解を深め，認知的アプ
ローチをするために，通常の教室でも，明日か
らでも，短時間でも行える「コグトレ」を紹介
する講座です。

みる・きく・集中するための明日から
できるコグトレ講座

（特別支援教育研修課・ 鎌田）

土 曜 講 座 開 設 一 覧
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