
鹿児島県総合教育センター 

令 和 ２ 年 度 短 期 研 修 講 座  

「後期受講者の決定とお知らせ及び 
学校旅費による受講申込みについて」  

 
 
 
                          各学校（園）長には文書を発送済 
 

Ｗeb で確認してください。  

① 総合教育センターの Web サイト（http://www.edu.pref.kagoshima.jp/）へ

接続 

②      をクリックし，       をクリック，    をクリック 

③ ［所属長用 ID・パスワード］でログインし，［申込状況確認］へ 

「○」→ 受講決定者 

（受講決定にならなかった場合は，「学校旅費による受講申込み」を御検討ください。） 

 

 

 

「研修日程」「準備するもの」「お知らせとお願い」を確認してください。 

① 「短期研修」をクリックし，       をクリック 

② ［講座日程表・準備するもの］及び[レポート等]のアイコンをクリック 

 

 

 

 

各講座実施日の５日前まで，申込順に受け付けます。なお，受講のための

旅費は，学校負担となります。 

○ 移動講座の対象市町村以外からの申込みも可能 

○ 悉皆研修対象者の申込みも可能 

※ 施設，設備等の関係で受講できない講座もあります。 

（次頁の「短期研修講座（後期）学校旅費で受講できる講座」で，受講可

能な講座かを確認してください。） 

 

 

 

 

所属長を通じて電話でお問い合わせください。 

問合せ先 鹿児島県総合教育センター 教科教育研修課 

TEL 099-294-2313 

後期受講者が決定しました。 

受講決定者は 

学校旅費による受講申込みの受付を開始しました。 

申込希望者は 



講座
番号

講座名（実施日順） 対象

179 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（徳之島） 幼小中高  9月 8日 午前 半日

180 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（徳之島） 小中  9月 8日 午後 半日

169 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（大島） 幼小中高特  9月 9日 午前 半日

170 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（大島） 小中特  9月 9日 午後 半日

174 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（喜界島） 幼小中高  9月10日 午前 半日

175 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（喜界） 小中  9月10日 午後 半日

182 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（沖永良部島） 小中高  9月17日 午後 半日

122 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（出水） 小中高特  9月24日 午後 半日

109 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（南薩） 小中高特  9月30日 午後 半日

166 「基礎から学べる」小中学校理科講座【移動講座】（大島） 小中特 10月 1日 １日

130 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（姶良・伊佐） 小中高特 10月 2日 午後 半日

164 授業参観を通して学ぶ国語科授業力向上講座【移動講座】（大島） 小中高特 10月 2日 午後 半日

59 日本語指導に係る研修【専門連携】 小中高特 10月13日 １日

25 基礎から学ぶ小中学校家庭科講座【専門連携】 小中特 10月14日 ～ 10月15日 ２日

8 鹿児島再発見！　郷土教育講座②【専門連携】 小中高特 10月16日 １日

2
生徒が学びの必要感や価値を実感する授業の実現を図る中学校国語講座
【大学連携】【提携校】

中特 10月22日 ～ 10月23日 ２日

5 「問い」から授業をつくる社会・地歴・公民科講座【提携校】 中高特 10月22日 ～ 10月23日 ２日

6 「問い」から授業をつくる社会・地歴・公民科講座【提携校】 中高特 10月22日 １日

10 子供に力をつける！　数学科講座【大学連携】【提携校】 中高特 10月22日 ～ 10月23日 ２日

11 子供に力をつける！　数学科講座【大学連携】【提携校】 中高特 10月22日 １日

55 これならできる！　我が校の業務改善 小中高特 10月22日 １日

39
Society5.0時代に向けた魅力ある産業教育
－AIやビッグデータを活用した未来に向けて－【専門連携】

高特 10月23日 １日

139 「考え，議論する道徳」の授業づくり講座【移動講座】（曽於） 小中 10月27日 午後 半日

短期研修講座(後期)
学校旅費で受講できる講座

実施日

○ 各講座実施日の５日前まで，申込順に受け付けます。

○ 申込みを希望する場合は，所属長を通じて電話でお問い合わせください。

○ 受講のための旅費は，学校負担となります。

【問合せ先】

教科教育研修課 担当 大野，水迫

電話： ０９９－２９４－２３１３

※ 施設，設備等の関係で，募集を終了することがあります。



講座
番号

講座名（実施日順） 対象 実施日

149
なるほど！　だれでもできる小学校外国語科の授業づくり【移動講座】
（肝属）

小中高特 10月27日 午後 半日

143
明日から実践できる「ワークショップ型授業検討会」【移動講座】（曽
於）

小中高 10月29日 午後 半日

157 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（種子島） 幼小中高特 10月29日 午前 半日

158 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（種子島） 小中特 10月29日 午後 半日

177 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（徳之島） 小中高 10月29日 午後 半日

150 これで大丈夫！　４技能統合型高校英語講座【移動講座】（肝属） 小中高特 10月30日 １日

160 自ら学び自ら考える複式学習指導講座【移動講座】（種子島） 小 10月30日 １日

162 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（屋久島） 幼小中高 10月30日 午前 半日

163 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（屋久島） 小中 10月30日 午後 半日

18 ここがポイント！　高校理科の評価方法改善講座【専門連携】【提携校】 小中高特 11月 5日 １日

17
これで大丈夫！『理科における放射線教育』中高等学校理科観察実験講座
【大学連携】

中高特 11月 6日 １日

117
生徒が学びの必要感や価値を実感する授業の実現を図る高校国語講座【移
動講座】（川薩）

小中高特 11月 6日 １日

178 英語を学ぶ？英語で学ぶ？中学校外国語講座【移動講座】（徳之島） 小中高 11月10日 １日

181 授業参観を通して学ぶ国語科授業力向上講座【移動講座】（沖永良部島） 小中高 11月10日 午後 半日

101 授業参観を通して学ぶ国語科授業力向上講座【移動講座】（日置） 小中高特 11月17日 午後 半日

133 英語を学ぶ？英語で学ぶ？中学校外国語講座【移動講座】（姶良・伊佐） 中高特 11月17日 １日

32 これで話せる！　高校専門学科のための英語講座 高特 11月19日 １日

73
小学校体育実技基礎講座②
－できる喜びを味わわせる「ゲーム・ボール運動系」の指導のこつ－

小特 11月19日 １日

104
なるほど！　だれでもできる小学校外国語科の授業づくり【移動講座】
（日置）

小中高特 11月19日 １日

165 授業参観を通して学ぶ数学科授業力向上講座【移動講座】（大島） 小中高特 11月25日 午後 半日

173 授業参観を通して学ぶ国語科授業力向上講座【移動講座】（喜界島） 小中高 11月25日 午後 半日

186 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（与論島） 幼小中高 11月25日 午前 半日

187 即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（与論島） 小中 11月25日 午後 半日

77
中高保健体育実技講座②
－授業ですぐに使える「陸上競技」の指導法－

中高特 11月26日 １日

167
なるほど！　だれでもできる小学校外国語科の授業づくり【移動講座】
（大島）

小中高特 11月26日 １日

183 今すぐ始める特別支援教育推進講座【移動講座】（沖永良部島） 幼小中高 11月27日 午前 半日

184
即実践！　特別支援学級担任スキルアップ講座【移動講座】（沖永良部
島）

小中 11月27日 午後 半日

185 授業参観を通して学ぶ国語科授業力向上講座【移動講座】（与論島） 小中高 12月15日 午後 半日


