
実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

前期（５～８月） ４月１日（金）～４月２０日（水）４月１日（金）～４月２６日（火）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

前期 実施期間・申込期間

前期 センター実施講座

前期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 3 「活用する力」を高める小中学校国語講座 8/23（火） 小中特

社会 7 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/22（水） 小中特

算数・数学 12 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 7（木） 小中特

理科 14 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座①�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 6/14（火）～6/15（水） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 17 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 8/ 9（火） 小中特

理科 19 探究的な学習活動を充実させる中高等学校理科観察実験講座�
　－表現力を育てるポスターづくりを中心に－ 8/17（水）～8/18（木） 中高特

理科 21 高等学校理科実験・実習（物理・化学）�
　－観察・実験に関する知識・技能の習得を目指して－【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 高 高等学校理科実習助手を対象

図画工作 25 美術館で学ぶ図画工作科講座①【専門連携】 8/17（水） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作 26 美術館で学ぶ図画工作科講座②【専門連携】 8/18（木） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作・美術 27 美術館で学ぶ図画工作科・美術科講座【専門連携】 8/10（水） 小中高特 鹿児島市立美術館で実施

家庭 29 基礎から学ぶ小中学校家庭科講座－基本的な実習を交えて－【専門連携】 6/23（木）～6/24（金） 小中特

家庭 30 「消費生活と環境」の効果的な学習指導を目指した高等学校家庭科講座�
【専門連携】 8/16（火） 高特

外国語 31 自己表現力の育成を図る中学校英語講座�
　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 8/23（火） 中特

情報 34 タブレット端末を使った授業にチャレンジ！�
　－高等学校でのＩＣＴを活用した授業実践－【大学連携】 6/ 1（水） 高特 情報関連科目担当教員及び授業でタブレット端末を活

用したい教員を対象

総合的な学習の時間 35 児童生徒が主体的・協働的に探究活動に取り組む総合的な学習の時間�
【大学連携】 8/17（水）～8/18（木） 小中特

特別支援教育 37 小学校における発達障害等のある児童のアセスメントに基づく指導・支援�
【大学連携】 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小特

特別支援教育 38 中学校，高等学校における発達障害等のある生徒のアセスメントに基づく�
指導・支援【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 中高特

キャリア教育 43 学校の全教育活動を通して推進するキャリア教育講座�
　－マネジメントサイクルに基づく実践と改善－【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 小中高特

幼児教育 45 生きる力の基礎を育む幼稚園教育講座�
　－幼小連携の充実を目指して－【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 幼小特

教育の情報化�
（情報教育） 46 実践！情報モラルの指導�

　－情報モラルの今日的な課題への対応と校内研修の在り方－【専門連携】 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 47 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）①�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 7/12（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 49 タブレット端末で授業が変わる！学校が変わる！�

　－ＩＣＴによる授業改善と校内研修の在り方－【専門連携】 8/ 9（火）～8/10（水） 小中高特

教育の情報化�
（校務の情報化） 51 初めてでもこんなにできる！学校ホームページの作成�

　－簡単にそして継続的な情報発信のために－ 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小中高特 主に学校ホームページを新しく担当する教職員を対象

教育の情報化 52 管理職のための「教育の情報化」推進講座①�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 7/ 5（火） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

環境教育 54 体験活動を通して実感させる環境教育�
　－環境学習プログラムデザインを学ぶ－【専門連携】 6/22（水）～6/23（木） 小中高特 ２日目はかごしま環境未来館で実施

人権教育 57 人権教育基礎講座【専門連携】 6/15（水）～6/16（木） 小中高特

食育・食農教育�
総合的な学習の時間 58 農業体験を通した食農教育（食育）の実践【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 幼小中高特 県立農業大学校で実施

特別活動�
ボランティア活動 60 児童生徒の自主的・実践的な態度を育む特別活動講座【専門連携】 6/ 9（木）～6/10（金） 小中高特

学校運営 62 教頭のためのブラッシュアップ講座① 8/17（水） 小中 教頭を対象

学校運営 64 これで大丈夫！初めての教務主任講座 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 新任教務主任を対象

校内研修 65 授業力を高める授業研究講座�
　－みんなで取り組むワークショップ型授業検討会を通して－【大学連携】 6/14（火） 小中高特 鹿児島大学及び鹿児島大学教育学部附属小学校で実施

校内研修 66 学校のチーム力を高める校内研修�
　－教師力を高め，ともに学ぶ研修を目指して－【大学連携】 8/24（水） 小中高特

体育・保健体育 71 自信がつく水泳指導法講座【専門連携】 5/31（火）～6/ 1（水） 小中高特 鹿児島市鴨池公園水泳プールで実施

体育 72 「やった，できたよ！」体育実技講座　　　　　　　　　　　　　�
（体つくり運動，ボール運動系） 6/15（水）～6/16（木） 小特 県総合体育センター体育館で実施

体育 73 「先生，楽しいね！」体育授業づくり講座（体つくり運動）【専門連携】 7/28（木）～7/29（金） 小特 鹿児島市勤労青少年ホームで実施

保健体育 74 「こんな方法もあります！」体育授業づくり講座�
（体つくり運動，球技）【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

・�　講座番号72は，体つくり運動，ボール
運動系のいずれかの領域を選択
�※　申込みの際，選択希望順に入力

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

国語 101「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/24（金） 小中特 いちき串木野市立市来小学校

理科 102 授業力向上を目指す中高等学校理科講座 7/13（水） 中高特 県立伊集院高等学校

複式学習指導 105 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/29（水） 小 日置市立土橋小学校

南 薩

国語 106「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 6（水） 小中特 南さつま市立益山小学校�
南さつま市立加世田中学校

数学 107 主体的・協働的な学びの充実を図り授業力向上を目指す高等学校数学講座 7/12（火） 高特 県立加世田高等学校

外国語活動�
外国語 108 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/10（金） 小中特 指宿市立丹波小学校

特別支援教育 109 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/26（金） 幼小中高特 南薩教育事務所

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 110 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/23（火） 小中高特 枕崎市立桜山中学校

道徳教育 111 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 7/ 1（金） 小中特 枕崎市立枕崎中学校

体育・保健体育 113「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/22（水） 小中特 南九州市立川辺小学校

川 薩

国語 114「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/14（火） 小中 薩摩川内市立可愛小学校

国語 115 言語文化への関心を深める高等学校国語講座 7/12（火） 高 県立川内高等学校

社会 116 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 7/ 1（金） 小中 北薩教育事務所

算数・数学 117 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/17（金） 小中 宮之城文化センター

特別支援教育 118 管理職のための特別支援教育講座 7/ 5（火） 幼小中高 北薩教育事務所

道徳教育 119 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 6/ 2（木） 小中 さつま町立盈進小学校

生徒指導 120 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 7/ 7（木） 小中高 北薩教育事務所

甑 島 複式学習指導 121 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/14（火） 小 薩摩川内市立手打小学校

出 水

国語 122「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 8（金） 小中特 出水市立西出水小学校

理科 123 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 7/ 1（金） 小中特 ツル博物館クレインパークいずみ

特別支援教育 124 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 6/ 2（木） 幼小中高特 出水市中央公民館

体育・保健体育 125「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/29（水） 小中特 阿久根市立折多小学校

複式学習指導 126 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/16（木） 小 阿久根市立尾崎小学校

姶 良
・

伊 佐

国語 127「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/28（火） 小中特 霧島市立国分小学校

算数・数学 128 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 5（火） 小中特 伊佐市立大口中央中学校

外国語活動�
外国語 129 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 7（木） 小中特 姶良市立帖佐小学校

外国語 131 主体的・協働的な学びを目指す高等学校英語読解指導講座 7/13（水） 高特 県立加治木高等学校

生徒指導 133 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 6/ 9（木） 小中高特 霧島市溝辺公民館（みそめ館）

複式学習指導 134 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/ 7（火） 小 湧水町立轟小学校

曽 於

国語 135「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 2（木） 小中 曽於市立財部中学校

算数・数学 136 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/22（水） 小中 曽於市立岩川小学校

教育の情報化�
（情報教育） 137 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 7/ 6（水） 小中高 曽於市立大隅中学校

学校運営 139 多様な危機管理のための管理職講座 8/26（金） 小中 曽於市役所大隅支所別館

肝 属

国語 140「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 7（火） 小中特 鹿屋市立田崎小学校

地歴・公民 141 授業力向上を目指す高等学校地歴・公民科講座 7/ 5（火） 高特 県立鹿屋高等学校

算数・数学 142 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/28（火） 小中特 鹿屋市立寿小学校

特別支援教育 143 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 6（水） 幼小中高特 鹿屋市中央公民館

教育の情報化�
（情報教育） 144 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 8/30（火） 小中高特 鹿屋市立寿北小学校

学校運営 146 多様な危機管理のための管理職講座 8/17（水） 小中特 鹿屋市中央公民館

種子島

社会 147 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/29（水） 小中特 南種子町立中平小学校

外国語活動�
外国語 148 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 1（金） 小中特 西之表市立種子島中学校

特別支援教育 149 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 5（火） 幼小中高特 中種子町中央公民館

屋久島
算数・数学 150 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/ 3（金） 小中 屋久島町立神山小学校

外国語活動�
外国語 151 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/24（金） 小中 屋久島町立安房中学校

大 島

外国語 152 自己表現力の育成を図る中学校英語講座－技能統合型の指導の工夫を通して－ 6/ 1（水） 中特 奄美市立赤木名中学校

特別支援教育 153 管理職のための特別支援教育講座 8/10（水） 幼小中高特 大島支庁奄美会館

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 154 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 6/29（水） 小中高特 奄美市立金久中学校

学級経営 155 人間関係づくりを意識した学級経営講座 8/23（火） 小中高特 大島支庁奄美会館

複式学習指導 156 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/23（木） 小 瀬戸内町立嘉鉄小学校

喜界島 教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 157 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/26（金） 小中高 喜界町立喜界中学校

徳之島

国語 158「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/22（水） 小中 天城町立岡前小学校

算数・数学 159 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/22（金） 小中 伊仙町教育委員会

特別支援教育 160 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/18（木） 幼小中高 徳之島町立亀津小学校

沖永良
部 島

算数・数学 161 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/�1（金） 小中 和泊町防災センター

外国語活動�
外国語 162 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/23（木） 小中 知名町立下平川小学校

後期 センター実施講座

後期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 1 主体的・協働的に学ぶ小学校国語講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

国語 2 課題を解決する過程を重視し，言語能力の育成を目指す小中学校国語講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特

国語 4 課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ生徒の育成を目指す中高等学
校国語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会 5 主体的・協働的に課題を解決する児童の育成を目指す小学校社会科講座�
【大学連携】 10/19（水）～10/20（木） 小特

社会・地歴・公民 6 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－中学校社会科の公開授業を通して－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会・地歴・公民 8 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－高等学校地歴・公民科の公開授業を通して－【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

社会・地歴・公民�
郷土教育 9 鹿児島県の歴史と地理に学ぶ郷土教育講座�

　－尚古集成館等のフィールドワークを通して－【専門連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中高特 ２日目は尚古集成館で実施

算数 10 子供が楽しく学ぶ小学校算数講座�
　－数学的な思考力・表現力を高める算数的活動の工夫－【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

算数・数学 11 小学校算数・中学校数学指導力向上講座�
　－数学的な思考力・表現力を育成する言語活動の工夫－【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

数学 13 主体的・協働的な学びの工夫を通して指導力向上を目指す中高連携数学講座�
【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 15 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座②�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 16 中学校，高等学校につながる小学校理科講座�
　－活用する力を効果的に育成する教材研究－ 【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 小特

理科 18 公開授業を通して学ぶ理科指導力向上講座�
　－科学的な思考力・表現力の育成を中心に－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 小中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 20 先端科学を授業に生かす中高等学校理科観察実験講座【大学連携】 10/12（水）～10/13（木） 中高特 １日目は鹿児島大学で実施

生活 22 学びに向かう力を育む生活科の授業づくり講座�
　－スタートカリキュラムの作成に向けて－ 10/13（木）～10/14（金） 小特

音楽 23 歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の実践的指導力を高める小学校音楽科講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小

音楽 24 実践的指導力を高める中高等学校音楽科指導法講座【大学連携】 10/13（木）～10/14（金） 中高特

技術・工業 28 系統性を踏まえた「ものづくり」実践講座－中高連携を中心として－�
【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 32 ４技能の統合的な活用を図る中高連携英語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 33 読解指導を自己表現活動につなぐ中高連携英語講座【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

外国語活動 36 言語活動の充実を目指す外国語活動講座【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

特別支援教育 39 小学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 40 中学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 41 特別支援教育コーディネータースキルアップ講座【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 幼小中高特 特別支援教育コーディネーターとして，経験２年
目以上を対象

特別支援教育 42 知的障害のある児童生徒が主体的に活動する特別支援学校の授業づくり�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 特

産業教育 44 魅力ある産業教育実践のために 11/17（木）～11/18（金） 高 専門教科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・
福祉）の教諭・実習助手を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 48 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）②�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 11/15（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（情報教育） 50 タブレット端末やパソコンを児童生徒の学習活動に活用しよう！�

　－児童生徒のＩＣＴ活用による情報活用能力の育成－ 10/12（水）～10/13（木） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化 53 管理職のための「教育の情報化」推進講座②�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 10/19（水） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

道徳教育 55 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小中特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

命の教育 56 生命尊重の教育－酪農体験と道徳教育を通して－【専門連携】 10/18（火）～10/19（水） 小中高特 １日目は内ファーム（日置市伊集院町）で実施

健康教育 59 児童生徒の思考力・判断力・表現力等を育成する健康教育基礎講座 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特 養護教諭，教諭を対象

学校組織マネジメント 61 校長のマネジメント力向上講座【大学連携】 10/ 7（金） 小中特 校長を対象

学校運営 63 教頭のためのブラッシュアップ講座② 10/19（水） 小中 教頭を対象

校内研修 67 教師のための心のコントロールと上手な叱り方 10/19（水）～10/20（木） 小中高特

保健体育 75 授業ですぐに使える体育実技講座（体つくり運動，器械運動） 11/24（木）～11/25（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

外国語活動�
外国語 103 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 10/ 7（金） 小中特 いちき串木野市立串木野西中学校

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 104 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 10/ 4（火） 小中高特 日置市立妙円寺小学校

南 薩 生徒指導 112 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 10/13（木） 小中高特 指宿市時遊館COCCOはしむれ

姶�� 良
・

伊�� 佐

外国語 130 自己表現力の育成を図る中学校英語講座　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 10/20（木） 中特 霧島市立日当山中学校

道徳教育 132 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/14（水） 小中特 姶良市立錦江小学校

曽 於 道徳教育 138 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/30（金） 小中 志布志市立通山小学校

肝 属 道徳教育 145 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/29（木） 小中特 錦江町立田代中学校

移動講座については，開催地区以外からの申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。

１　申込みは，１人３講座以内にしてください。
２　他の研修や学校行事等と重複しないように注意してください。
３　平成28年度のフレッシュ研修〔初任校１年目研修〕，パワーアップ研修の対象者はWebでの申込みはできません。
４　移動講座については，開催地区以外からのWebでの申込みはできません。下記の一覧で対象の市町村を確認してください。

　所属長から申込みの許可を得た受講希望者は,次の１～３の手順で申し込んでください。
１　WebサイトTOPページの  をクリックします（右のQRコードからもアクセスできます）。

２　  をクリック → 「ログイン」画面から申込み用ＩＤ，パスワードでログインします。

　　　（パスワードは７桁です。各学校の担当者に確認してください。）
３　画面の表示に従って手続きを進め，登録後に,Webでの承認処理を所属長に申し出てください。

１　WebサイトTOPページの，「教職員研修」をクリックします。次のページが表示されるので，「短期研修」をクリックします。
２　「講座詳細」の欄を使って，講座内容の詳細の確認や，条件に合う講座の抽出ができます。　
 　【 詳細の確認 】   をクリック → 「該当する講座名」をクリックすると，講座内容等を表示できます。
 　【 講座の抽出 】 　校種，教科等，時期，会場等を選択して， 情報検索  をクリックすると，条件に合う講座を抽出できます。

１　他校，他校種の先生方，教育センターの職員と，幅広い情報交換ができます。
２　所内にある「還元の二歩」コーナーには，講座受講者の声が満載。一見の価値ありです。
３　安くて，美味しくて，温かい，日替わりのお昼ごはんを食べられます。ご飯のお替り自由です。
　たくさんの方との触れ合いの時間になるので，最高の情報が得られるかもしれませんよ。
４　芝生が広がる「グリーンスペース」や木々に囲まれた「萬葉の杜」の散策もおすすめです。

１　受講の決定については，前期分は５月下旬に，後期分は８月上旬に所属長に文書で通知します。
　　（Webでの確認は，所属長用ＩＤ，パスワードでログイン後，「申込状況確認」をクリックして行います。）
２　受講決定者は，「研修日程」，「準備するもの」などを必ず確認してください。
　　（  をクリック → 「該当する講座」の「講座日程表・準備するもの等」及び「レポート等」をクリック）
３　市町村立小中学校及び県立学校の教職員の旅費については，別途令達します。

宿泊・食堂の利用について
　当センターは，研修に専念していただけるよう宿泊施設や食堂を備えています。
○ 　宿泊については，研修日の１週間前までに  からログインして，【Web宿泊申込マニュアル】をよく読んで申し込んでくだ

さい。
○　食堂利用については，講座の申込みと同時に申し込んでください。昼食代は480円です。

講座名の【○○】の表記について
　短期研修講座の中には，次のような特色をもつ講座があります。
 【 大学連携 】 ・・・ 連携大学（鹿児島大学教育学部，鹿児島国際大学）及びその他の大学との連携により実施する講座　
 【 専門連携 】 ・・・ 専門機関との連携により専門的な内容を学べる講座　
 【 提 携 校 】 ・・・ 研究提携校の授業参観・授業研究を通して，実践的な研修を深める講座　

講座の様子は，教育センターだより『敎學一如』（WebサイトTOPページ→センター案内→広報誌）で見ることができます。

〒８９１－１３９３　鹿児島県鹿児島市宮之浦町８６２
ＴＥＬ　（０９９）２９４－２３１１　　　　ＦＡＸ　（０９９）２９４－２３０９
ＵＲＬ　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/

鹿児島県総合教育センター

移動講座については，開催地区以外からの Web での申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。
ただし，「自ら学び自ら考える複式学習指導講座 ※」に限り，開催地区以外からのWebでの申込みを受け付けます。
申込みができるのは，地区で実施しない鹿児島市，鹿児島郡，南薩，川薩，曽於，肝属，種子島，屋久島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島です。
なお，旅費については学校旅費になりますので御注意ください。

移動講座の開催地区名と対象市町村
　日　置：日置市，いちき串木野市
　川　薩：薩摩川内市（甑島を除く），さつま町
　出　水：阿久根市，出水市，長島町
　曽　於：曽於市，志布志市，大崎町
　種子島：西之表市，中種子町，南種子町
　大　島：奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町
　徳之島：徳之島町，天城町，伊仙町，与論町

南　薩：枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
甑　島：上甑島，下甑島
姶良・伊佐：霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
肝　属：鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町
屋久島：屋久島町
喜界島：喜界町
沖永良部島：和泊町，知名町，与論町

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

後期（９～11月）６月１日（水）～６月２３日（木）６月１日（水）～６月３０日（木）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

後期 実施期間・申込期間

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

学びたい講座をどうやって探すの？

教育センターではほかにどんな楽しみ方があるの？

決定通知が届いて，受講が決まったらどうすればいいの？

申込みに当たってどんなことに注意すればいいの？

どうやって申し込んだらいいの？

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

質問にお答えします。

鹿児島県総合教育センター
平成28年度  「短期研修講座」 案内



実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

前期（５～８月） ４月１日（金）～４月２０日（水）４月１日（金）～４月２６日（火）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

前期 実施期間・申込期間

前期 センター実施講座

前期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 3 「活用する力」を高める小中学校国語講座 8/23（火） 小中特

社会 7 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/22（水） 小中特

算数・数学 12 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 7（木） 小中特

理科 14 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座①�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 6/14（火）～6/15（水） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 17 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 8/ 9（火） 小中特

理科 19 探究的な学習活動を充実させる中高等学校理科観察実験講座�
　－表現力を育てるポスターづくりを中心に－ 8/17（水）～8/18（木） 中高特

理科 21 高等学校理科実験・実習（物理・化学）�
　－観察・実験に関する知識・技能の習得を目指して－【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 高 高等学校理科実習助手を対象

図画工作 25 美術館で学ぶ図画工作科講座①【専門連携】 8/17（水） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作 26 美術館で学ぶ図画工作科講座②【専門連携】 8/18（木） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作・美術 27 美術館で学ぶ図画工作科・美術科講座【専門連携】 8/10（水） 小中高特 鹿児島市立美術館で実施

家庭 29 基礎から学ぶ小中学校家庭科講座－基本的な実習を交えて－【専門連携】 6/23（木）～6/24（金） 小中特

家庭 30 「消費生活と環境」の効果的な学習指導を目指した高等学校家庭科講座�
【専門連携】 8/16（火） 高特

外国語 31 自己表現力の育成を図る中学校英語講座�
　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 8/23（火） 中特

情報 34 タブレット端末を使った授業にチャレンジ！�
　－高等学校でのＩＣＴを活用した授業実践－【大学連携】 6/ 1（水） 高特 情報関連科目担当教員及び授業でタブレット端末を活

用したい教員を対象

総合的な学習の時間 35 児童生徒が主体的・協働的に探究活動に取り組む総合的な学習の時間�
【大学連携】 8/17（水）～8/18（木） 小中特

特別支援教育 37 小学校における発達障害等のある児童のアセスメントに基づく指導・支援�
【大学連携】 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小特

特別支援教育 38 中学校，高等学校における発達障害等のある生徒のアセスメントに基づく�
指導・支援【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 中高特

キャリア教育 43 学校の全教育活動を通して推進するキャリア教育講座�
　－マネジメントサイクルに基づく実践と改善－【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 小中高特

幼児教育 45 生きる力の基礎を育む幼稚園教育講座�
　－幼小連携の充実を目指して－【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 幼小特

教育の情報化�
（情報教育） 46 実践！情報モラルの指導�

　－情報モラルの今日的な課題への対応と校内研修の在り方－【専門連携】 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 47 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）①�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 7/12（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 49 タブレット端末で授業が変わる！学校が変わる！�

　－ＩＣＴによる授業改善と校内研修の在り方－【専門連携】 8/ 9（火）～8/10（水） 小中高特

教育の情報化�
（校務の情報化） 51 初めてでもこんなにできる！学校ホームページの作成�

　－簡単にそして継続的な情報発信のために－ 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小中高特 主に学校ホームページを新しく担当する教職員を対象

教育の情報化 52 管理職のための「教育の情報化」推進講座①�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 7/ 5（火） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

環境教育 54 体験活動を通して実感させる環境教育�
　－環境学習プログラムデザインを学ぶ－【専門連携】 6/22（水）～6/23（木） 小中高特 ２日目はかごしま環境未来館で実施

人権教育 57 人権教育基礎講座【専門連携】 6/15（水）～6/16（木） 小中高特

食育・食農教育�
総合的な学習の時間 58 農業体験を通した食農教育（食育）の実践【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 幼小中高特 県立農業大学校で実施

特別活動�
ボランティア活動 60 児童生徒の自主的・実践的な態度を育む特別活動講座【専門連携】 6/ 9（木）～6/10（金） 小中高特

学校運営 62 教頭のためのブラッシュアップ講座① 8/17（水） 小中 教頭を対象

学校運営 64 これで大丈夫！初めての教務主任講座 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 新任教務主任を対象

校内研修 65 授業力を高める授業研究講座�
　－みんなで取り組むワークショップ型授業検討会を通して－【大学連携】 6/14（火） 小中高特 鹿児島大学及び鹿児島大学教育学部附属小学校で実施

校内研修 66 学校のチーム力を高める校内研修�
　－教師力を高め，ともに学ぶ研修を目指して－【大学連携】 8/24（水） 小中高特

体育・保健体育 71 自信がつく水泳指導法講座【専門連携】 5/31（火）～6/ 1（水） 小中高特 鹿児島市鴨池公園水泳プールで実施

体育 72 「やった，できたよ！」体育実技講座　　　　　　　　　　　　　�
（体つくり運動，ボール運動系） 6/15（水）～6/16（木） 小特 県総合体育センター体育館で実施

体育 73 「先生，楽しいね！」体育授業づくり講座（体つくり運動）【専門連携】 7/28（木）～7/29（金） 小特 鹿児島市勤労青少年ホームで実施

保健体育 74 「こんな方法もあります！」体育授業づくり講座�
（体つくり運動，球技）【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

・�　講座番号72は，体つくり運動，ボール
運動系のいずれかの領域を選択
�※　申込みの際，選択希望順に入力

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

国語 101「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/24（金） 小中特 いちき串木野市立市来小学校

理科 102 授業力向上を目指す中高等学校理科講座 7/13（水） 中高特 県立伊集院高等学校

複式学習指導 105 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/29（水） 小 日置市立土橋小学校

南 薩

国語 106「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 6（水） 小中特 南さつま市立益山小学校�
南さつま市立加世田中学校

数学 107 主体的・協働的な学びの充実を図り授業力向上を目指す高等学校数学講座 7/12（火） 高特 県立加世田高等学校

外国語活動�
外国語 108 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/10（金） 小中特 指宿市立丹波小学校

特別支援教育 109 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/26（金） 幼小中高特 南薩教育事務所

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 110 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/23（火） 小中高特 枕崎市立桜山中学校

道徳教育 111 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 7/ 1（金） 小中特 枕崎市立枕崎中学校

体育・保健体育 113「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/22（水） 小中特 南九州市立川辺小学校

川 薩

国語 114「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/14（火） 小中 薩摩川内市立可愛小学校

国語 115 言語文化への関心を深める高等学校国語講座 7/12（火） 高 県立川内高等学校

社会 116 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 7/ 1（金） 小中 北薩教育事務所

算数・数学 117 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/17（金） 小中 宮之城文化センター

特別支援教育 118 管理職のための特別支援教育講座 7/ 5（火） 幼小中高 北薩教育事務所

道徳教育 119 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 6/ 2（木） 小中 さつま町立盈進小学校

生徒指導 120 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 7/ 7（木） 小中高 北薩教育事務所

甑 島 複式学習指導 121 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/14（火） 小 薩摩川内市立手打小学校

出 水

国語 122「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 8（金） 小中特 出水市立西出水小学校

理科 123 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 7/ 1（金） 小中特 ツル博物館クレインパークいずみ

特別支援教育 124 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 6/ 2（木） 幼小中高特 出水市中央公民館

体育・保健体育 125「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/29（水） 小中特 阿久根市立折多小学校

複式学習指導 126 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/16（木） 小 阿久根市立尾崎小学校

姶 良
・

伊 佐

国語 127「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/28（火） 小中特 霧島市立国分小学校

算数・数学 128 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 5（火） 小中特 伊佐市立大口中央中学校

外国語活動�
外国語 129 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 7（木） 小中特 姶良市立帖佐小学校

外国語 131 主体的・協働的な学びを目指す高等学校英語読解指導講座 7/13（水） 高特 県立加治木高等学校

生徒指導 133 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 6/ 9（木） 小中高特 霧島市溝辺公民館（みそめ館）

複式学習指導 134 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/ 7（火） 小 湧水町立轟小学校

曽 於

国語 135「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 2（木） 小中 曽於市立財部中学校

算数・数学 136 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/22（水） 小中 曽於市立岩川小学校

教育の情報化�
（情報教育） 137 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 7/ 6（水） 小中高 曽於市立大隅中学校

学校運営 139 多様な危機管理のための管理職講座 8/26（金） 小中 曽於市役所大隅支所別館

肝 属

国語 140「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 7（火） 小中特 鹿屋市立田崎小学校

地歴・公民 141 授業力向上を目指す高等学校地歴・公民科講座 7/ 5（火） 高特 県立鹿屋高等学校

算数・数学 142 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/28（火） 小中特 鹿屋市立寿小学校

特別支援教育 143 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 6（水） 幼小中高特 鹿屋市中央公民館

教育の情報化�
（情報教育） 144 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 8/30（火） 小中高特 鹿屋市立寿北小学校

学校運営 146 多様な危機管理のための管理職講座 8/17（水） 小中特 鹿屋市中央公民館

種子島

社会 147 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/29（水） 小中特 南種子町立中平小学校

外国語活動�
外国語 148 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 1（金） 小中特 西之表市立種子島中学校

特別支援教育 149 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 5（火） 幼小中高特 中種子町中央公民館

屋久島
算数・数学 150 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/ 3（金） 小中 屋久島町立神山小学校

外国語活動�
外国語 151 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/24（金） 小中 屋久島町立安房中学校

大 島

外国語 152 自己表現力の育成を図る中学校英語講座－技能統合型の指導の工夫を通して－ 6/ 1（水） 中特 奄美市立赤木名中学校

特別支援教育 153 管理職のための特別支援教育講座 8/10（水） 幼小中高特 大島支庁奄美会館

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 154 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 6/29（水） 小中高特 奄美市立金久中学校

学級経営 155 人間関係づくりを意識した学級経営講座 8/23（火） 小中高特 大島支庁奄美会館

複式学習指導 156 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/23（木） 小 瀬戸内町立嘉鉄小学校

喜界島 教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 157 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/26（金） 小中高 喜界町立喜界中学校

徳之島

国語 158「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/22（水） 小中 天城町立岡前小学校

算数・数学 159 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/22（金） 小中 伊仙町教育委員会

特別支援教育 160 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/18（木） 幼小中高 徳之島町立亀津小学校

沖永良
部 島

算数・数学 161 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/�1（金） 小中 和泊町防災センター

外国語活動�
外国語 162 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/23（木） 小中 知名町立下平川小学校

後期 センター実施講座

後期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 1 主体的・協働的に学ぶ小学校国語講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

国語 2 課題を解決する過程を重視し，言語能力の育成を目指す小中学校国語講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特

国語 4 課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ生徒の育成を目指す中高等学
校国語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会 5 主体的・協働的に課題を解決する児童の育成を目指す小学校社会科講座�
【大学連携】 10/19（水）～10/20（木） 小特

社会・地歴・公民 6 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－中学校社会科の公開授業を通して－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会・地歴・公民 8 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－高等学校地歴・公民科の公開授業を通して－【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

社会・地歴・公民�
郷土教育 9 鹿児島県の歴史と地理に学ぶ郷土教育講座�

　－尚古集成館等のフィールドワークを通して－【専門連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中高特 ２日目は尚古集成館で実施

算数 10 子供が楽しく学ぶ小学校算数講座�
　－数学的な思考力・表現力を高める算数的活動の工夫－【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

算数・数学 11 小学校算数・中学校数学指導力向上講座�
　－数学的な思考力・表現力を育成する言語活動の工夫－【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

数学 13 主体的・協働的な学びの工夫を通して指導力向上を目指す中高連携数学講座�
【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 15 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座②�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 16 中学校，高等学校につながる小学校理科講座�
　－活用する力を効果的に育成する教材研究－ 【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 小特

理科 18 公開授業を通して学ぶ理科指導力向上講座�
　－科学的な思考力・表現力の育成を中心に－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 小中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 20 先端科学を授業に生かす中高等学校理科観察実験講座【大学連携】 10/12（水）～10/13（木） 中高特 １日目は鹿児島大学で実施

生活 22 学びに向かう力を育む生活科の授業づくり講座�
　－スタートカリキュラムの作成に向けて－ 10/13（木）～10/14（金） 小特

音楽 23 歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の実践的指導力を高める小学校音楽科講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小

音楽 24 実践的指導力を高める中高等学校音楽科指導法講座【大学連携】 10/13（木）～10/14（金） 中高特

技術・工業 28 系統性を踏まえた「ものづくり」実践講座－中高連携を中心として－�
【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 32 ４技能の統合的な活用を図る中高連携英語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 33 読解指導を自己表現活動につなぐ中高連携英語講座【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

外国語活動 36 言語活動の充実を目指す外国語活動講座【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

特別支援教育 39 小学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 40 中学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 41 特別支援教育コーディネータースキルアップ講座【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 幼小中高特 特別支援教育コーディネーターとして，経験２年
目以上を対象

特別支援教育 42 知的障害のある児童生徒が主体的に活動する特別支援学校の授業づくり�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 特

産業教育 44 魅力ある産業教育実践のために 11/17（木）～11/18（金） 高 専門教科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・
福祉）の教諭・実習助手を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 48 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）②�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 11/15（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（情報教育） 50 タブレット端末やパソコンを児童生徒の学習活動に活用しよう！�

　－児童生徒のＩＣＴ活用による情報活用能力の育成－ 10/12（水）～10/13（木） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化 53 管理職のための「教育の情報化」推進講座②�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 10/19（水） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

道徳教育 55 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小中特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

命の教育 56 生命尊重の教育－酪農体験と道徳教育を通して－【専門連携】 10/18（火）～10/19（水） 小中高特 １日目は内ファーム（日置市伊集院町）で実施

健康教育 59 児童生徒の思考力・判断力・表現力等を育成する健康教育基礎講座 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特 養護教諭，教諭を対象

学校組織マネジメント 61 校長のマネジメント力向上講座【大学連携】 10/ 7（金） 小中特 校長を対象

学校運営 63 教頭のためのブラッシュアップ講座② 10/19（水） 小中 教頭を対象

校内研修 67 教師のための心のコントロールと上手な叱り方 10/19（水）～10/20（木） 小中高特

保健体育 75 授業ですぐに使える体育実技講座（体つくり運動，器械運動） 11/24（木）～11/25（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

外国語活動�
外国語 103 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 10/ 7（金） 小中特 いちき串木野市立串木野西中学校

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 104 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 10/ 4（火） 小中高特 日置市立妙円寺小学校

南 薩 生徒指導 112 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 10/13（木） 小中高特 指宿市時遊館COCCOはしむれ

姶�� 良
・

伊�� 佐

外国語 130 自己表現力の育成を図る中学校英語講座　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 10/20（木） 中特 霧島市立日当山中学校

道徳教育 132 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/14（水） 小中特 姶良市立錦江小学校

曽 於 道徳教育 138 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/30（金） 小中 志布志市立通山小学校

肝 属 道徳教育 145 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/29（木） 小中特 錦江町立田代中学校

移動講座については，開催地区以外からの申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。

１　申込みは，１人３講座以内にしてください。
２　他の研修や学校行事等と重複しないように注意してください。
３　平成28年度のフレッシュ研修〔初任校１年目研修〕，パワーアップ研修の対象者はWebでの申込みはできません。
４　移動講座については，開催地区以外からのWebでの申込みはできません。下記の一覧で対象の市町村を確認してください。

　所属長から申込みの許可を得た受講希望者は,次の１～３の手順で申し込んでください。
１　WebサイトTOPページの  をクリックします（右のQRコードからもアクセスできます）。

２　  をクリック → 「ログイン」画面から申込み用ＩＤ，パスワードでログインします。

　　　（パスワードは７桁です。各学校の担当者に確認してください。）
３　画面の表示に従って手続きを進め，登録後に,Webでの承認処理を所属長に申し出てください。

１　WebサイトTOPページの，「教職員研修」をクリックします。次のページが表示されるので，「短期研修」をクリックします。
２　「講座詳細」の欄を使って，講座内容の詳細の確認や，条件に合う講座の抽出ができます。　
 　【 詳細の確認 】   をクリック → 「該当する講座名」をクリックすると，講座内容等を表示できます。
 　【 講座の抽出 】 　校種，教科等，時期，会場等を選択して， 情報検索  をクリックすると，条件に合う講座を抽出できます。

１　他校，他校種の先生方，教育センターの職員と，幅広い情報交換ができます。
２　所内にある「還元の二歩」コーナーには，講座受講者の声が満載。一見の価値ありです。
３　安くて，美味しくて，温かい，日替わりのお昼ごはんを食べられます。ご飯のお替り自由です。
　たくさんの方との触れ合いの時間になるので，最高の情報が得られるかもしれませんよ。
４　芝生が広がる「グリーンスペース」や木々に囲まれた「萬葉の杜」の散策もおすすめです。

１　受講の決定については，前期分は５月下旬に，後期分は８月上旬に所属長に文書で通知します。
　　（Webでの確認は，所属長用ＩＤ，パスワードでログイン後，「申込状況確認」をクリックして行います。）
２　受講決定者は，「研修日程」，「準備するもの」などを必ず確認してください。
　　（  をクリック → 「該当する講座」の「講座日程表・準備するもの等」及び「レポート等」をクリック）
３　市町村立小中学校及び県立学校の教職員の旅費については，別途令達します。

宿泊・食堂の利用について
　当センターは，研修に専念していただけるよう宿泊施設や食堂を備えています。
○ 　宿泊については，研修日の１週間前までに  からログインして，【Web宿泊申込マニュアル】をよく読んで申し込んでくだ

さい。
○　食堂利用については，講座の申込みと同時に申し込んでください。昼食代は480円です。

講座名の【○○】の表記について
　短期研修講座の中には，次のような特色をもつ講座があります。
 【 大学連携 】 ・・・ 連携大学（鹿児島大学教育学部，鹿児島国際大学）及びその他の大学との連携により実施する講座　
 【 専門連携 】 ・・・ 専門機関との連携により専門的な内容を学べる講座　
 【 提 携 校 】 ・・・ 研究提携校の授業参観・授業研究を通して，実践的な研修を深める講座　

講座の様子は，教育センターだより『敎學一如』（WebサイトTOPページ→センター案内→広報誌）で見ることができます。

〒８９１－１３９３　鹿児島県鹿児島市宮之浦町８６２
ＴＥＬ　（０９９）２９４－２３１１　　　　ＦＡＸ　（０９９）２９４－２３０９
ＵＲＬ　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/

鹿児島県総合教育センター

移動講座については，開催地区以外からの Web での申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。
ただし，「自ら学び自ら考える複式学習指導講座 ※」に限り，開催地区以外からのWebでの申込みを受け付けます。
申込みができるのは，地区で実施しない鹿児島市，鹿児島郡，南薩，川薩，曽於，肝属，種子島，屋久島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島です。
なお，旅費については学校旅費になりますので御注意ください。

移動講座の開催地区名と対象市町村
　日　置：日置市，いちき串木野市
　川　薩：薩摩川内市（甑島を除く），さつま町
　出　水：阿久根市，出水市，長島町
　曽　於：曽於市，志布志市，大崎町
　種子島：西之表市，中種子町，南種子町
　大　島：奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町
　徳之島：徳之島町，天城町，伊仙町，与論町

南　薩：枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
甑　島：上甑島，下甑島
姶良・伊佐：霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
肝　属：鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町
屋久島：屋久島町
喜界島：喜界町
沖永良部島：和泊町，知名町，与論町

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

後期（９～11月）６月１日（水）～６月２３日（木）６月１日（水）～６月３０日（木）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

後期 実施期間・申込期間

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

学びたい講座をどうやって探すの？

教育センターではほかにどんな楽しみ方があるの？

決定通知が届いて，受講が決まったらどうすればいいの？

申込みに当たってどんなことに注意すればいいの？

どうやって申し込んだらいいの？

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

質問にお答えします。

鹿児島県総合教育センター
平成28年度  「短期研修講座」 案内



実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

前期（５～８月） ４月１日（金）～４月２０日（水）４月１日（金）～４月２６日（火）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

前期 実施期間・申込期間

前期 センター実施講座

前期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 3 「活用する力」を高める小中学校国語講座 8/23（火） 小中特

社会 7 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/22（水） 小中特

算数・数学 12 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 7（木） 小中特

理科 14 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座①�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 6/14（火）～6/15（水） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 17 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 8/ 9（火） 小中特

理科 19 探究的な学習活動を充実させる中高等学校理科観察実験講座�
　－表現力を育てるポスターづくりを中心に－ 8/17（水）～8/18（木） 中高特

理科 21 高等学校理科実験・実習（物理・化学）�
　－観察・実験に関する知識・技能の習得を目指して－【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 高 高等学校理科実習助手を対象

図画工作 25 美術館で学ぶ図画工作科講座①【専門連携】 8/17（水） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作 26 美術館で学ぶ図画工作科講座②【専門連携】 8/18（木） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作・美術 27 美術館で学ぶ図画工作科・美術科講座【専門連携】 8/10（水） 小中高特 鹿児島市立美術館で実施

家庭 29 基礎から学ぶ小中学校家庭科講座－基本的な実習を交えて－【専門連携】 6/23（木）～6/24（金） 小中特

家庭 30 「消費生活と環境」の効果的な学習指導を目指した高等学校家庭科講座�
【専門連携】 8/16（火） 高特

外国語 31 自己表現力の育成を図る中学校英語講座�
　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 8/23（火） 中特

情報 34 タブレット端末を使った授業にチャレンジ！�
　－高等学校でのＩＣＴを活用した授業実践－【大学連携】 6/ 1（水） 高特 情報関連科目担当教員及び授業でタブレット端末を活

用したい教員を対象

総合的な学習の時間 35 児童生徒が主体的・協働的に探究活動に取り組む総合的な学習の時間�
【大学連携】 8/17（水）～8/18（木） 小中特

特別支援教育 37 小学校における発達障害等のある児童のアセスメントに基づく指導・支援�
【大学連携】 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小特

特別支援教育 38 中学校，高等学校における発達障害等のある生徒のアセスメントに基づく�
指導・支援【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 中高特

キャリア教育 43 学校の全教育活動を通して推進するキャリア教育講座�
　－マネジメントサイクルに基づく実践と改善－【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 小中高特

幼児教育 45 生きる力の基礎を育む幼稚園教育講座�
　－幼小連携の充実を目指して－【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 幼小特

教育の情報化�
（情報教育） 46 実践！情報モラルの指導�

　－情報モラルの今日的な課題への対応と校内研修の在り方－【専門連携】 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 47 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）①�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 7/12（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 49 タブレット端末で授業が変わる！学校が変わる！�

　－ＩＣＴによる授業改善と校内研修の在り方－【専門連携】 8/ 9（火）～8/10（水） 小中高特

教育の情報化�
（校務の情報化） 51 初めてでもこんなにできる！学校ホームページの作成�

　－簡単にそして継続的な情報発信のために－ 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小中高特 主に学校ホームページを新しく担当する教職員を対象

教育の情報化 52 管理職のための「教育の情報化」推進講座①�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 7/ 5（火） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

環境教育 54 体験活動を通して実感させる環境教育�
　－環境学習プログラムデザインを学ぶ－【専門連携】 6/22（水）～6/23（木） 小中高特 ２日目はかごしま環境未来館で実施

人権教育 57 人権教育基礎講座【専門連携】 6/15（水）～6/16（木） 小中高特

食育・食農教育�
総合的な学習の時間 58 農業体験を通した食農教育（食育）の実践【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 幼小中高特 県立農業大学校で実施

特別活動�
ボランティア活動 60 児童生徒の自主的・実践的な態度を育む特別活動講座【専門連携】 6/ 9（木）～6/10（金） 小中高特

学校運営 62 教頭のためのブラッシュアップ講座① 8/17（水） 小中 教頭を対象

学校運営 64 これで大丈夫！初めての教務主任講座 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 新任教務主任を対象

校内研修 65 授業力を高める授業研究講座�
　－みんなで取り組むワークショップ型授業検討会を通して－【大学連携】 6/14（火） 小中高特 鹿児島大学及び鹿児島大学教育学部附属小学校で実施

校内研修 66 学校のチーム力を高める校内研修�
　－教師力を高め，ともに学ぶ研修を目指して－【大学連携】 8/24（水） 小中高特

体育・保健体育 71 自信がつく水泳指導法講座【専門連携】 5/31（火）～6/ 1（水） 小中高特 鹿児島市鴨池公園水泳プールで実施

体育 72 「やった，できたよ！」体育実技講座　　　　　　　　　　　　　�
（体つくり運動，ボール運動系） 6/15（水）～6/16（木） 小特 県総合体育センター体育館で実施

体育 73 「先生，楽しいね！」体育授業づくり講座（体つくり運動）【専門連携】 7/28（木）～7/29（金） 小特 鹿児島市勤労青少年ホームで実施

保健体育 74 「こんな方法もあります！」体育授業づくり講座�
（体つくり運動，球技）【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

・�　講座番号72は，体つくり運動，ボール
運動系のいずれかの領域を選択
�※　申込みの際，選択希望順に入力

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

国語 101「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/24（金） 小中特 いちき串木野市立市来小学校

理科 102 授業力向上を目指す中高等学校理科講座 7/13（水） 中高特 県立伊集院高等学校

複式学習指導 105 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/29（水） 小 日置市立土橋小学校

南 薩

国語 106「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 6（水） 小中特 南さつま市立益山小学校�
南さつま市立加世田中学校

数学 107 主体的・協働的な学びの充実を図り授業力向上を目指す高等学校数学講座 7/12（火） 高特 県立加世田高等学校

外国語活動�
外国語 108 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/10（金） 小中特 指宿市立丹波小学校

特別支援教育 109 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/26（金） 幼小中高特 南薩教育事務所

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 110 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/23（火） 小中高特 枕崎市立桜山中学校

道徳教育 111 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 7/ 1（金） 小中特 枕崎市立枕崎中学校

体育・保健体育 113「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/22（水） 小中特 南九州市立川辺小学校

川 薩

国語 114「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/14（火） 小中 薩摩川内市立可愛小学校

国語 115 言語文化への関心を深める高等学校国語講座 7/12（火） 高 県立川内高等学校

社会 116 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 7/ 1（金） 小中 北薩教育事務所

算数・数学 117 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/17（金） 小中 宮之城文化センター

特別支援教育 118 管理職のための特別支援教育講座 7/ 5（火） 幼小中高 北薩教育事務所

道徳教育 119 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 6/ 2（木） 小中 さつま町立盈進小学校

生徒指導 120 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 7/ 7（木） 小中高 北薩教育事務所

甑 島 複式学習指導 121 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/14（火） 小 薩摩川内市立手打小学校

出 水

国語 122「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 8（金） 小中特 出水市立西出水小学校

理科 123 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 7/ 1（金） 小中特 ツル博物館クレインパークいずみ

特別支援教育 124 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 6/ 2（木） 幼小中高特 出水市中央公民館

体育・保健体育 125「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/29（水） 小中特 阿久根市立折多小学校

複式学習指導 126 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/16（木） 小 阿久根市立尾崎小学校

姶 良
・

伊 佐

国語 127「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/28（火） 小中特 霧島市立国分小学校

算数・数学 128 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 5（火） 小中特 伊佐市立大口中央中学校

外国語活動�
外国語 129 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 7（木） 小中特 姶良市立帖佐小学校

外国語 131 主体的・協働的な学びを目指す高等学校英語読解指導講座 7/13（水） 高特 県立加治木高等学校

生徒指導 133 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 6/ 9（木） 小中高特 霧島市溝辺公民館（みそめ館）

複式学習指導 134 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/ 7（火） 小 湧水町立轟小学校

曽 於

国語 135「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 2（木） 小中 曽於市立財部中学校

算数・数学 136 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/22（水） 小中 曽於市立岩川小学校

教育の情報化�
（情報教育） 137 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 7/ 6（水） 小中高 曽於市立大隅中学校

学校運営 139 多様な危機管理のための管理職講座 8/26（金） 小中 曽於市役所大隅支所別館

肝 属

国語 140「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 7（火） 小中特 鹿屋市立田崎小学校

地歴・公民 141 授業力向上を目指す高等学校地歴・公民科講座 7/ 5（火） 高特 県立鹿屋高等学校

算数・数学 142 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/28（火） 小中特 鹿屋市立寿小学校

特別支援教育 143 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 6（水） 幼小中高特 鹿屋市中央公民館

教育の情報化�
（情報教育） 144 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 8/30（火） 小中高特 鹿屋市立寿北小学校

学校運営 146 多様な危機管理のための管理職講座 8/17（水） 小中特 鹿屋市中央公民館

種子島

社会 147 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/29（水） 小中特 南種子町立中平小学校

外国語活動�
外国語 148 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 1（金） 小中特 西之表市立種子島中学校

特別支援教育 149 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 5（火） 幼小中高特 中種子町中央公民館

屋久島
算数・数学 150 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/ 3（金） 小中 屋久島町立神山小学校

外国語活動�
外国語 151 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/24（金） 小中 屋久島町立安房中学校

大 島

外国語 152 自己表現力の育成を図る中学校英語講座－技能統合型の指導の工夫を通して－ 6/ 1（水） 中特 奄美市立赤木名中学校

特別支援教育 153 管理職のための特別支援教育講座 8/10（水） 幼小中高特 大島支庁奄美会館

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 154 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 6/29（水） 小中高特 奄美市立金久中学校

学級経営 155 人間関係づくりを意識した学級経営講座 8/23（火） 小中高特 大島支庁奄美会館

複式学習指導 156 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/23（木） 小 瀬戸内町立嘉鉄小学校

喜界島 教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 157 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/26（金） 小中高 喜界町立喜界中学校

徳之島

国語 158「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/22（水） 小中 天城町立岡前小学校

算数・数学 159 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/22（金） 小中 伊仙町教育委員会

特別支援教育 160 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/18（木） 幼小中高 徳之島町立亀津小学校

沖永良
部 島

算数・数学 161 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/�1（金） 小中 和泊町防災センター

外国語活動�
外国語 162 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/23（木） 小中 知名町立下平川小学校

後期 センター実施講座

後期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 1 主体的・協働的に学ぶ小学校国語講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

国語 2 課題を解決する過程を重視し，言語能力の育成を目指す小中学校国語講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特

国語 4 課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ生徒の育成を目指す中高等学
校国語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会 5 主体的・協働的に課題を解決する児童の育成を目指す小学校社会科講座�
【大学連携】 10/19（水）～10/20（木） 小特

社会・地歴・公民 6 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－中学校社会科の公開授業を通して－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会・地歴・公民 8 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－高等学校地歴・公民科の公開授業を通して－【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

社会・地歴・公民�
郷土教育 9 鹿児島県の歴史と地理に学ぶ郷土教育講座�

　－尚古集成館等のフィールドワークを通して－【専門連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中高特 ２日目は尚古集成館で実施

算数 10 子供が楽しく学ぶ小学校算数講座�
　－数学的な思考力・表現力を高める算数的活動の工夫－【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

算数・数学 11 小学校算数・中学校数学指導力向上講座�
　－数学的な思考力・表現力を育成する言語活動の工夫－【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

数学 13 主体的・協働的な学びの工夫を通して指導力向上を目指す中高連携数学講座�
【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 15 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座②�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 16 中学校，高等学校につながる小学校理科講座�
　－活用する力を効果的に育成する教材研究－ 【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 小特

理科 18 公開授業を通して学ぶ理科指導力向上講座�
　－科学的な思考力・表現力の育成を中心に－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 小中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 20 先端科学を授業に生かす中高等学校理科観察実験講座【大学連携】 10/12（水）～10/13（木） 中高特 １日目は鹿児島大学で実施

生活 22 学びに向かう力を育む生活科の授業づくり講座�
　－スタートカリキュラムの作成に向けて－ 10/13（木）～10/14（金） 小特

音楽 23 歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の実践的指導力を高める小学校音楽科講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小

音楽 24 実践的指導力を高める中高等学校音楽科指導法講座【大学連携】 10/13（木）～10/14（金） 中高特

技術・工業 28 系統性を踏まえた「ものづくり」実践講座－中高連携を中心として－�
【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 32 ４技能の統合的な活用を図る中高連携英語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 33 読解指導を自己表現活動につなぐ中高連携英語講座【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

外国語活動 36 言語活動の充実を目指す外国語活動講座【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

特別支援教育 39 小学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 40 中学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 41 特別支援教育コーディネータースキルアップ講座【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 幼小中高特 特別支援教育コーディネーターとして，経験２年
目以上を対象

特別支援教育 42 知的障害のある児童生徒が主体的に活動する特別支援学校の授業づくり�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 特

産業教育 44 魅力ある産業教育実践のために 11/17（木）～11/18（金） 高 専門教科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・
福祉）の教諭・実習助手を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 48 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）②�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 11/15（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（情報教育） 50 タブレット端末やパソコンを児童生徒の学習活動に活用しよう！�

　－児童生徒のＩＣＴ活用による情報活用能力の育成－ 10/12（水）～10/13（木） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化 53 管理職のための「教育の情報化」推進講座②�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 10/19（水） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

道徳教育 55 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小中特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

命の教育 56 生命尊重の教育－酪農体験と道徳教育を通して－【専門連携】 10/18（火）～10/19（水） 小中高特 １日目は内ファーム（日置市伊集院町）で実施

健康教育 59 児童生徒の思考力・判断力・表現力等を育成する健康教育基礎講座 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特 養護教諭，教諭を対象

学校組織マネジメント 61 校長のマネジメント力向上講座【大学連携】 10/ 7（金） 小中特 校長を対象

学校運営 63 教頭のためのブラッシュアップ講座② 10/19（水） 小中 教頭を対象

校内研修 67 教師のための心のコントロールと上手な叱り方 10/19（水）～10/20（木） 小中高特

保健体育 75 授業ですぐに使える体育実技講座（体つくり運動，器械運動） 11/24（木）～11/25（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

外国語活動�
外国語 103 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 10/ 7（金） 小中特 いちき串木野市立串木野西中学校

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 104 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 10/ 4（火） 小中高特 日置市立妙円寺小学校

南 薩 生徒指導 112 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 10/13（木） 小中高特 指宿市時遊館COCCOはしむれ

姶�� 良
・

伊�� 佐

外国語 130 自己表現力の育成を図る中学校英語講座　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 10/20（木） 中特 霧島市立日当山中学校

道徳教育 132 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/14（水） 小中特 姶良市立錦江小学校

曽 於 道徳教育 138 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/30（金） 小中 志布志市立通山小学校

肝 属 道徳教育 145 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/29（木） 小中特 錦江町立田代中学校

移動講座については，開催地区以外からの申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。

１　申込みは，１人３講座以内にしてください。
２　他の研修や学校行事等と重複しないように注意してください。
３　平成28年度のフレッシュ研修〔初任校１年目研修〕，パワーアップ研修の対象者はWebでの申込みはできません。
４　移動講座については，開催地区以外からのWebでの申込みはできません。下記の一覧で対象の市町村を確認してください。

　所属長から申込みの許可を得た受講希望者は,次の１～３の手順で申し込んでください。
１　WebサイトTOPページの  をクリックします（右のQRコードからもアクセスできます）。

２　  をクリック → 「ログイン」画面から申込み用ＩＤ，パスワードでログインします。

　　　（パスワードは７桁です。各学校の担当者に確認してください。）
３　画面の表示に従って手続きを進め，登録後に,Webでの承認処理を所属長に申し出てください。

１　WebサイトTOPページの，「教職員研修」をクリックします。次のページが表示されるので，「短期研修」をクリックします。
２　「講座詳細」の欄を使って，講座内容の詳細の確認や，条件に合う講座の抽出ができます。　
 　【 詳細の確認 】   をクリック → 「該当する講座名」をクリックすると，講座内容等を表示できます。
 　【 講座の抽出 】 　校種，教科等，時期，会場等を選択して， 情報検索  をクリックすると，条件に合う講座を抽出できます。

１　他校，他校種の先生方，教育センターの職員と，幅広い情報交換ができます。
２　所内にある「還元の二歩」コーナーには，講座受講者の声が満載。一見の価値ありです。
３　安くて，美味しくて，温かい，日替わりのお昼ごはんを食べられます。ご飯のお替り自由です。
　たくさんの方との触れ合いの時間になるので，最高の情報が得られるかもしれませんよ。
４　芝生が広がる「グリーンスペース」や木々に囲まれた「萬葉の杜」の散策もおすすめです。

１　受講の決定については，前期分は５月下旬に，後期分は８月上旬に所属長に文書で通知します。
　　（Webでの確認は，所属長用ＩＤ，パスワードでログイン後，「申込状況確認」をクリックして行います。）
２　受講決定者は，「研修日程」，「準備するもの」などを必ず確認してください。
　　（  をクリック → 「該当する講座」の「講座日程表・準備するもの等」及び「レポート等」をクリック）
３　市町村立小中学校及び県立学校の教職員の旅費については，別途令達します。

宿泊・食堂の利用について
　当センターは，研修に専念していただけるよう宿泊施設や食堂を備えています。
○ 　宿泊については，研修日の１週間前までに  からログインして，【Web宿泊申込マニュアル】をよく読んで申し込んでくだ

さい。
○　食堂利用については，講座の申込みと同時に申し込んでください。昼食代は480円です。

講座名の【○○】の表記について
　短期研修講座の中には，次のような特色をもつ講座があります。
 【 大学連携 】 ・・・ 連携大学（鹿児島大学教育学部，鹿児島国際大学）及びその他の大学との連携により実施する講座　
 【 専門連携 】 ・・・ 専門機関との連携により専門的な内容を学べる講座　
 【 提 携 校 】 ・・・ 研究提携校の授業参観・授業研究を通して，実践的な研修を深める講座　

講座の様子は，教育センターだより『敎學一如』（WebサイトTOPページ→センター案内→広報誌）で見ることができます。

〒８９１－１３９３　鹿児島県鹿児島市宮之浦町８６２
ＴＥＬ　（０９９）２９４－２３１１　　　　ＦＡＸ　（０９９）２９４－２３０９
ＵＲＬ　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/

鹿児島県総合教育センター

移動講座については，開催地区以外からの Web での申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。
ただし，「自ら学び自ら考える複式学習指導講座 ※」に限り，開催地区以外からのWebでの申込みを受け付けます。
申込みができるのは，地区で実施しない鹿児島市，鹿児島郡，南薩，川薩，曽於，肝属，種子島，屋久島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島です。
なお，旅費については学校旅費になりますので御注意ください。

移動講座の開催地区名と対象市町村
　日　置：日置市，いちき串木野市
　川　薩：薩摩川内市（甑島を除く），さつま町
　出　水：阿久根市，出水市，長島町
　曽　於：曽於市，志布志市，大崎町
　種子島：西之表市，中種子町，南種子町
　大　島：奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町
　徳之島：徳之島町，天城町，伊仙町，与論町

南　薩：枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
甑　島：上甑島，下甑島
姶良・伊佐：霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
肝　属：鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町
屋久島：屋久島町
喜界島：喜界町
沖永良部島：和泊町，知名町，与論町

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

後期（９～11月）６月１日（水）～６月２３日（木）６月１日（水）～６月３０日（木）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

後期 実施期間・申込期間

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

学びたい講座をどうやって探すの？

教育センターではほかにどんな楽しみ方があるの？

決定通知が届いて，受講が決まったらどうすればいいの？

申込みに当たってどんなことに注意すればいいの？

どうやって申し込んだらいいの？

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

質問にお答えします。

鹿児島県総合教育センター
平成28年度  「短期研修講座」 案内



実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

前期（５～８月） ４月１日（金）～４月２０日（水）４月１日（金）～４月２６日（火）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

前期 実施期間・申込期間

前期 センター実施講座

前期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 3 「活用する力」を高める小中学校国語講座 8/23（火） 小中特

社会 7 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/22（水） 小中特

算数・数学 12 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 7（木） 小中特

理科 14 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座①�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 6/14（火）～6/15（水） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 17 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 8/ 9（火） 小中特

理科 19 探究的な学習活動を充実させる中高等学校理科観察実験講座�
　－表現力を育てるポスターづくりを中心に－ 8/17（水）～8/18（木） 中高特

理科 21 高等学校理科実験・実習（物理・化学）�
　－観察・実験に関する知識・技能の習得を目指して－【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 高 高等学校理科実習助手を対象

図画工作 25 美術館で学ぶ図画工作科講座①【専門連携】 8/17（水） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作 26 美術館で学ぶ図画工作科講座②【専門連携】 8/18（木） 小 鹿児島市立美術館で実施

図画工作・美術 27 美術館で学ぶ図画工作科・美術科講座【専門連携】 8/10（水） 小中高特 鹿児島市立美術館で実施

家庭 29 基礎から学ぶ小中学校家庭科講座－基本的な実習を交えて－【専門連携】 6/23（木）～6/24（金） 小中特

家庭 30 「消費生活と環境」の効果的な学習指導を目指した高等学校家庭科講座�
【専門連携】 8/16（火） 高特

外国語 31 自己表現力の育成を図る中学校英語講座�
　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 8/23（火） 中特

情報 34 タブレット端末を使った授業にチャレンジ！�
　－高等学校でのＩＣＴを活用した授業実践－【大学連携】 6/ 1（水） 高特 情報関連科目担当教員及び授業でタブレット端末を活

用したい教員を対象

総合的な学習の時間 35 児童生徒が主体的・協働的に探究活動に取り組む総合的な学習の時間�
【大学連携】 8/17（水）～8/18（木） 小中特

特別支援教育 37 小学校における発達障害等のある児童のアセスメントに基づく指導・支援�
【大学連携】 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小特

特別支援教育 38 中学校，高等学校における発達障害等のある生徒のアセスメントに基づく�
指導・支援【大学連携】 6/28（火）～6/29（水） 中高特

キャリア教育 43 学校の全教育活動を通して推進するキャリア教育講座�
　－マネジメントサイクルに基づく実践と改善－【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 小中高特

幼児教育 45 生きる力の基礎を育む幼稚園教育講座�
　－幼小連携の充実を目指して－【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 幼小特

教育の情報化�
（情報教育） 46 実践！情報モラルの指導�

　－情報モラルの今日的な課題への対応と校内研修の在り方－【専門連携】 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 47 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）①�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 7/12（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 49 タブレット端末で授業が変わる！学校が変わる！�

　－ＩＣＴによる授業改善と校内研修の在り方－【専門連携】 8/ 9（火）～8/10（水） 小中高特

教育の情報化�
（校務の情報化） 51 初めてでもこんなにできる！学校ホームページの作成�

　－簡単にそして継続的な情報発信のために－ 6/ 7（火）～6/ 8（水） 小中高特 主に学校ホームページを新しく担当する教職員を対象

教育の情報化 52 管理職のための「教育の情報化」推進講座①�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 7/ 5（火） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

環境教育 54 体験活動を通して実感させる環境教育�
　－環境学習プログラムデザインを学ぶ－【専門連携】 6/22（水）～6/23（木） 小中高特 ２日目はかごしま環境未来館で実施

人権教育 57 人権教育基礎講座【専門連携】 6/15（水）～6/16（木） 小中高特

食育・食農教育�
総合的な学習の時間 58 農業体験を通した食農教育（食育）の実践【専門連携】 8/23（火）～8/24（水） 幼小中高特 県立農業大学校で実施

特別活動�
ボランティア活動 60 児童生徒の自主的・実践的な態度を育む特別活動講座【専門連携】 6/ 9（木）～6/10（金） 小中高特

学校運営 62 教頭のためのブラッシュアップ講座① 8/17（水） 小中 教頭を対象

学校運営 64 これで大丈夫！初めての教務主任講座 6/14（火）～6/15（水） 小中高特 新任教務主任を対象

校内研修 65 授業力を高める授業研究講座�
　－みんなで取り組むワークショップ型授業検討会を通して－【大学連携】 6/14（火） 小中高特 鹿児島大学及び鹿児島大学教育学部附属小学校で実施

校内研修 66 学校のチーム力を高める校内研修�
　－教師力を高め，ともに学ぶ研修を目指して－【大学連携】 8/24（水） 小中高特

体育・保健体育 71 自信がつく水泳指導法講座【専門連携】 5/31（火）～6/ 1（水） 小中高特 鹿児島市鴨池公園水泳プールで実施

体育 72 「やった，できたよ！」体育実技講座　　　　　　　　　　　　　�
（体つくり運動，ボール運動系） 6/15（水）～6/16（木） 小特 県総合体育センター体育館で実施

体育 73 「先生，楽しいね！」体育授業づくり講座（体つくり運動）【専門連携】 7/28（木）～7/29（金） 小特 鹿児島市勤労青少年ホームで実施

保健体育 74 「こんな方法もあります！」体育授業づくり講座�
（体つくり運動，球技）【大学連携】 8/ 4（木）～8/ 5（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

・�　講座番号72は，体つくり運動，ボール
運動系のいずれかの領域を選択
�※　申込みの際，選択希望順に入力

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

国語 101「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/24（金） 小中特 いちき串木野市立市来小学校

理科 102 授業力向上を目指す中高等学校理科講座 7/13（水） 中高特 県立伊集院高等学校

複式学習指導 105 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/29（水） 小 日置市立土橋小学校

南 薩

国語 106「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 6（水） 小中特 南さつま市立益山小学校�
南さつま市立加世田中学校

数学 107 主体的・協働的な学びの充実を図り授業力向上を目指す高等学校数学講座 7/12（火） 高特 県立加世田高等学校

外国語活動�
外国語 108 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/10（金） 小中特 指宿市立丹波小学校

特別支援教育 109 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/26（金） 幼小中高特 南薩教育事務所

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 110 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/23（火） 小中高特 枕崎市立桜山中学校

道徳教育 111 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 7/ 1（金） 小中特 枕崎市立枕崎中学校

体育・保健体育 113「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/22（水） 小中特 南九州市立川辺小学校

川 薩

国語 114「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/14（火） 小中 薩摩川内市立可愛小学校

国語 115 言語文化への関心を深める高等学校国語講座 7/12（火） 高 県立川内高等学校

社会 116 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 7/ 1（金） 小中 北薩教育事務所

算数・数学 117 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/17（金） 小中 宮之城文化センター

特別支援教育 118 管理職のための特別支援教育講座 7/ 5（火） 幼小中高 北薩教育事務所

道徳教育 119 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座 6/ 2（木） 小中 さつま町立盈進小学校

生徒指導 120 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 7/ 7（木） 小中高 北薩教育事務所

甑 島 複式学習指導 121 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/14（火） 小 薩摩川内市立手打小学校

出 水

国語 122「活用する力」を高める小中学校国語講座 7/ 8（金） 小中特 出水市立西出水小学校

理科 123 科学的な見方や考え方を育成する小中学校理科講座 7/ 1（金） 小中特 ツル博物館クレインパークいずみ

特別支援教育 124 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 6/ 2（木） 幼小中高特 出水市中央公民館

体育・保健体育 125「体育好きを育てる」小学校体育・中学校保健体育講座 6/29（水） 小中特 阿久根市立折多小学校

複式学習指導 126 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/16（木） 小 阿久根市立尾崎小学校

姶 良
・

伊 佐

国語 127「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/28（火） 小中特 霧島市立国分小学校

算数・数学 128 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/ 5（火） 小中特 伊佐市立大口中央中学校

外国語活動�
外国語 129 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 7（木） 小中特 姶良市立帖佐小学校

外国語 131 主体的・協働的な学びを目指す高等学校英語読解指導講座 7/13（水） 高特 県立加治木高等学校

生徒指導 133 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 6/ 9（木） 小中高特 霧島市溝辺公民館（みそめ館）

複式学習指導 134 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/ 7（火） 小 湧水町立轟小学校

曽 於

国語 135「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 2（木） 小中 曽於市立財部中学校

算数・数学 136 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/22（水） 小中 曽於市立岩川小学校

教育の情報化�
（情報教育） 137 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 7/ 6（水） 小中高 曽於市立大隅中学校

学校運営 139 多様な危機管理のための管理職講座 8/26（金） 小中 曽於市役所大隅支所別館

肝 属

国語 140「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/ 7（火） 小中特 鹿屋市立田崎小学校

地歴・公民 141 授業力向上を目指す高等学校地歴・公民科講座 7/ 5（火） 高特 県立鹿屋高等学校

算数・数学 142 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/28（火） 小中特 鹿屋市立寿小学校

特別支援教育 143 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 6（水） 幼小中高特 鹿屋市中央公民館

教育の情報化�
（情報教育） 144 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－ＩＣＴ活用と情報モラルの指導－ 8/30（火） 小中高特 鹿屋市立寿北小学校

学校運営 146 多様な危機管理のための管理職講座 8/17（水） 小中特 鹿屋市中央公民館

種子島

社会 147 思考力・判断力・表現力の育成を目指す小中学校社会科講座 6/29（水） 小中特 南種子町立中平小学校

外国語活動�
外国語 148 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 7/ 1（金） 小中特 西之表市立種子島中学校

特別支援教育 149 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 7/ 5（火） 幼小中高特 中種子町中央公民館

屋久島
算数・数学 150 思考力・表現力を育成する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 6/ 3（金） 小中 屋久島町立神山小学校

外国語活動�
外国語 151 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/24（金） 小中 屋久島町立安房中学校

大 島

外国語 152 自己表現力の育成を図る中学校英語講座－技能統合型の指導の工夫を通して－ 6/ 1（水） 中特 奄美市立赤木名中学校

特別支援教育 153 管理職のための特別支援教育講座 8/10（水） 幼小中高特 大島支庁奄美会館

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 154 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 6/29（水） 小中高特 奄美市立金久中学校

学級経営 155 人間関係づくりを意識した学級経営講座 8/23（火） 小中高特 大島支庁奄美会館

複式学習指導 156 自ら学び自ら考える複式学習指導講座　※ 6/23（木） 小 瀬戸内町立嘉鉄小学校

喜界島 教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 157 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 8/26（金） 小中高 喜界町立喜界中学校

徳之島

国語 158「活用する力」を高める小中学校国語講座 6/22（水） 小中 天城町立岡前小学校

算数・数学 159 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/22（金） 小中 伊仙町教育委員会

特別支援教育 160 発達障害等のある幼児児童生徒のアセスメントに基づく指導・支援 8/18（木） 幼小中高 徳之島町立亀津小学校

沖永良
部 島

算数・数学 161 主体的・協働的な学びを展開する小学校算数・中学校数学指導力向上講座 7/�1（金） 小中 和泊町防災センター

外国語活動�
外国語 162 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 6/23（木） 小中 知名町立下平川小学校

後期 センター実施講座

後期　移動講座

教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 備考

国語 1 主体的・協働的に学ぶ小学校国語講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

国語 2 課題を解決する過程を重視し，言語能力の育成を目指す小中学校国語講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特

国語 4 課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に学ぶ生徒の育成を目指す中高等学
校国語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会 5 主体的・協働的に課題を解決する児童の育成を目指す小学校社会科講座�
【大学連携】 10/19（水）～10/20（木） 小特

社会・地歴・公民 6 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－中学校社会科の公開授業を通して－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

社会・地歴・公民 8 主体的・協働的に課題を解決する生徒の育成を目指す社会・地歴・公民科講座�
　－高等学校地歴・公民科の公開授業を通して－【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

社会・地歴・公民�
郷土教育 9 鹿児島県の歴史と地理に学ぶ郷土教育講座�

　－尚古集成館等のフィールドワークを通して－【専門連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中高特 ２日目は尚古集成館で実施

算数 10 子供が楽しく学ぶ小学校算数講座�
　－数学的な思考力・表現力を高める算数的活動の工夫－【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

算数・数学 11 小学校算数・中学校数学指導力向上講座�
　－数学的な思考力・表現力を育成する言語活動の工夫－【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

数学 13 主体的・協働的な学びの工夫を通して指導力向上を目指す中高連携数学講座�
【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 15 児童が学びを実感する小学校理科基礎講座②�
　－基本的な授業の進め方と観察・実験法－ 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小特 主に理科の指導経験年数の短い教員を対象

理科 16 中学校，高等学校につながる小学校理科講座�
　－活用する力を効果的に育成する教材研究－ 【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 小特

理科 18 公開授業を通して学ぶ理科指導力向上講座�
　－科学的な思考力・表現力の育成を中心に－【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 小中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

理科 20 先端科学を授業に生かす中高等学校理科観察実験講座【大学連携】 10/12（水）～10/13（木） 中高特 １日目は鹿児島大学で実施

生活 22 学びに向かう力を育む生活科の授業づくり講座�
　－スタートカリキュラムの作成に向けて－ 10/13（木）～10/14（金） 小特

音楽 23 歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の実践的指導力を高める小学校音楽科講座�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小

音楽 24 実践的指導力を高める中高等学校音楽科指導法講座【大学連携】 10/13（木）～10/14（金） 中高特

技術・工業 28 系統性を踏まえた「ものづくり」実践講座－中高連携を中心として－�
【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 32 ４技能の統合的な活用を図る中高連携英語講座【大学連携】【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中高特 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施

外国語 33 読解指導を自己表現活動につなぐ中高連携英語講座【提携校】 11/ 2（水） 中高特 県立松陽高等学校で実施

外国語活動 36 言語活動の充実を目指す外国語活動講座【大学連携】 10/ 4（火）～10/ 5（水） 小中特

特別支援教育 39 小学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 40 中学校特別支援学級担任スキルアップ講座【提携校】 10/25（火）～10/26（水） 中 ２日目午前中は鹿児島市立吉田南中学校で実施�
特別支援学級担任として，経験２年目以上を対象

特別支援教育 41 特別支援教育コーディネータースキルアップ講座【大学連携】 10/18（火）～10/19（水） 幼小中高特 特別支援教育コーディネーターとして，経験２年
目以上を対象

特別支援教育 42 知的障害のある児童生徒が主体的に活動する特別支援学校の授業づくり�
【大学連携】 10/ 6（木）～10/ 7（金） 特

産業教育 44 魅力ある産業教育実践のために 11/17（木）～11/18（金） 高 専門教科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・
福祉）の教諭・実習助手を対象

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 48 やってみよう！ＩＣＴ活用講座（初級編）②�

　－デジタルコンテンツを活用した授業づくり－ 11/15（火） 小中高特 授業でのＩＣＴ活用の経験が少ない教員を対象

教育の情報化�
（情報教育） 50 タブレット端末やパソコンを児童生徒の学習活動に活用しよう！�

　－児童生徒のＩＣＴ活用による情報活用能力の育成－ 10/12（水）～10/13（木） 小中高特 パソコンの操作にある程度習熟した教員を対象

教育の情報化 53 管理職のための「教育の情報化」推進講座②�
　－教育の情報化と学校ＣＩＯ（管理職）の役割－【大学連携】 10/19（水） 小中高特 管理職（校長・教頭）を対象

道徳教育 55 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座【提携校】 11/ 8（火）～11/ 9（水） 小中特 ２日目は鹿児島市立山下小学校で実施

命の教育 56 生命尊重の教育－酪農体験と道徳教育を通して－【専門連携】 10/18（火）～10/19（水） 小中高特 １日目は内ファーム（日置市伊集院町）で実施

健康教育 59 児童生徒の思考力・判断力・表現力等を育成する健康教育基礎講座 10/ 6（木）～10/ 7（金） 小中特 養護教諭，教諭を対象

学校組織マネジメント 61 校長のマネジメント力向上講座【大学連携】 10/ 7（金） 小中特 校長を対象

学校運営 63 教頭のためのブラッシュアップ講座② 10/19（水） 小中 教頭を対象

校内研修 67 教師のための心のコントロールと上手な叱り方 10/19（水）～10/20（木） 小中高特

保健体育 75 授業ですぐに使える体育実技講座（体つくり運動，器械運動） 11/24（木）～11/25（金） 中高特 県総合体育センター体育館で実施

開催地区 教科等 講座�
番号 講座名 実施日 対象校種 会場

日 置

外国語活動�
外国語 103 円滑な連携を図る小学校外国語活動・中学校英語講座 10/ 7（金） 小中特 いちき串木野市立串木野西中学校

教育の情報化�
（ＩＣＴ活用） 104 ＩＣＴ活用指導力向上講座（初級編）－教育の情報化とＩＣＴ活用－ 10/ 4（火） 小中高特 日置市立妙円寺小学校

南 薩 生徒指導 112 児童生徒，保護者との信頼関係が深まる学校カウンセリング講座 10/13（木） 小中高特 指宿市時遊館COCCOはしむれ

姶�� 良
・

伊�� 佐

外国語 130 自己表現力の育成を図る中学校英語講座　－技能統合型の指導の工夫を通して－ 10/20（木） 中特 霧島市立日当山中学校

道徳教育 132 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/14（水） 小中特 姶良市立錦江小学校

曽 於 道徳教育 138 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/30（金） 小中 志布志市立通山小学校

肝 属 道徳教育 145 資料分析を生かした小中学校道徳基礎講座  9/29（木） 小中特 錦江町立田代中学校

移動講座については，開催地区以外からの申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。

１　申込みは，１人３講座以内にしてください。
２　他の研修や学校行事等と重複しないように注意してください。
３　平成28年度のフレッシュ研修〔初任校１年目研修〕，パワーアップ研修の対象者はWebでの申込みはできません。
４　移動講座については，開催地区以外からのWebでの申込みはできません。下記の一覧で対象の市町村を確認してください。

　所属長から申込みの許可を得た受講希望者は,次の１～３の手順で申し込んでください。
１　WebサイトTOPページの  をクリックします（右のQRコードからもアクセスできます）。

２　  をクリック → 「ログイン」画面から申込み用ＩＤ，パスワードでログインします。

　　　（パスワードは７桁です。各学校の担当者に確認してください。）
３　画面の表示に従って手続きを進め，登録後に,Webでの承認処理を所属長に申し出てください。

１　WebサイトTOPページの，「教職員研修」をクリックします。次のページが表示されるので，「短期研修」をクリックします。
２　「講座詳細」の欄を使って，講座内容の詳細の確認や，条件に合う講座の抽出ができます。　
 　【 詳細の確認 】   をクリック → 「該当する講座名」をクリックすると，講座内容等を表示できます。
 　【 講座の抽出 】 　校種，教科等，時期，会場等を選択して， 情報検索  をクリックすると，条件に合う講座を抽出できます。

１　他校，他校種の先生方，教育センターの職員と，幅広い情報交換ができます。
２　所内にある「還元の二歩」コーナーには，講座受講者の声が満載。一見の価値ありです。
３　安くて，美味しくて，温かい，日替わりのお昼ごはんを食べられます。ご飯のお替り自由です。
　たくさんの方との触れ合いの時間になるので，最高の情報が得られるかもしれませんよ。
４　芝生が広がる「グリーンスペース」や木々に囲まれた「萬葉の杜」の散策もおすすめです。

１　受講の決定については，前期分は５月下旬に，後期分は８月上旬に所属長に文書で通知します。
　　（Webでの確認は，所属長用ＩＤ，パスワードでログイン後，「申込状況確認」をクリックして行います。）
２　受講決定者は，「研修日程」，「準備するもの」などを必ず確認してください。
　　（  をクリック → 「該当する講座」の「講座日程表・準備するもの等」及び「レポート等」をクリック）
３　市町村立小中学校及び県立学校の教職員の旅費については，別途令達します。

宿泊・食堂の利用について
　当センターは，研修に専念していただけるよう宿泊施設や食堂を備えています。
○ 　宿泊については，研修日の１週間前までに  からログインして，【Web宿泊申込マニュアル】をよく読んで申し込んでくだ

さい。
○　食堂利用については，講座の申込みと同時に申し込んでください。昼食代は480円です。

講座名の【○○】の表記について
　短期研修講座の中には，次のような特色をもつ講座があります。
 【 大学連携 】 ・・・ 連携大学（鹿児島大学教育学部，鹿児島国際大学）及びその他の大学との連携により実施する講座　
 【 専門連携 】 ・・・ 専門機関との連携により専門的な内容を学べる講座　
 【 提 携 校 】 ・・・ 研究提携校の授業参観・授業研究を通して，実践的な研修を深める講座　

講座の様子は，教育センターだより『敎學一如』（WebサイトTOPページ→センター案内→広報誌）で見ることができます。

〒８９１－１３９３　鹿児島県鹿児島市宮之浦町８６２
ＴＥＬ　（０９９）２９４－２３１１　　　　ＦＡＸ　（０９９）２９４－２３０９
ＵＲＬ　 http://www.edu.pref.kagoshima.jp/

鹿児島県総合教育センター

移動講座については，開催地区以外からの Web での申込みはできません。対象となる市町村を確認してください。
ただし，「自ら学び自ら考える複式学習指導講座 ※」に限り，開催地区以外からのWebでの申込みを受け付けます。
申込みができるのは，地区で実施しない鹿児島市，鹿児島郡，南薩，川薩，曽於，肝属，種子島，屋久島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与論島です。
なお，旅費については学校旅費になりますので御注意ください。

移動講座の開催地区名と対象市町村
　日　置：日置市，いちき串木野市
　川　薩：薩摩川内市（甑島を除く），さつま町
　出　水：阿久根市，出水市，長島町
　曽　於：曽於市，志布志市，大崎町
　種子島：西之表市，中種子町，南種子町
　大　島：奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町
　徳之島：徳之島町，天城町，伊仙町，与論町

南　薩：枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
甑　島：上甑島，下甑島
姶良・伊佐：霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
肝　属：鹿屋市，垂水市，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町
屋久島：屋久島町
喜界島：喜界町
沖永良部島：和泊町，知名町，与論町

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

実施期間 市町村立学校（園）申込期間 県･私立学校（園）申込期間

後期（９～11月）６月１日（水）～６月２３日（木）６月１日（水）～６月３０日（木）
※　国立大学法人の学校（園），高等専門学校は，県・私立学校（園）の申込期間と同じ

後期 実施期間・申込期間

講座詳細の確認，受講申込みはWebで！
鹿児島県総合教育センター

学びたい講座をどうやって探すの？

教育センターではほかにどんな楽しみ方があるの？

決定通知が届いて，受講が決まったらどうすればいいの？

申込みに当たってどんなことに注意すればいいの？

どうやって申し込んだらいいの？

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

質問にお答えします。

鹿児島県総合教育センター
平成28年度  「短期研修講座」 案内


