






総合的な教育ポ ータルサイトとして、子ども、先生、保護者、地域・社会、企業等、県内の教育に
関わる関係者がそれぞれの立場で効果的に活用できるようコンテンツ等の充実と利便性の向上を図る
とともに、活用促進に努めます。教育力向上指導員及び学力向上推進リ ー ダー ・推進教員等による授
業映像ライブラリ ーを毎年度更新します。

やまぐち総合教育支援サイト
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やまなびプラザ

｜園やまぐち学びサポート

各学校における教育課題や教育実践等に関する様々な相談に応じて、必要な情報提供を行うとと
もに、やまぐち学びプラザ（やまなびプラザ）において資料の貸出し等を行うことを、当センター

ではやまぐち学びサポートと呼んでいます。
女教材研究や校内研修等でお困りではありませんか？ お気軽に御相談ください。

・「他の先生方の学習指導案を見たい」「電子黒板の使い方を知りたい」
「研修の講師（教育力向上指導員等）を紹介してほしいJ等

女教育資料の閲覧、貸出しを行っています。
－閲覧…当センターの研修資料、学習指導案、教育関係雑誌、研究紀要

・貸出…教育力向上指導員等の授業映像D VD、教育関係図書等
来所、電話、F A X、E-mail等により随時、御相談をお受けしています。

や審ぐち学び宮弓ザ 情報・教科研修棟（2階）中央
H 083-987-1190 （教育支援部学校支援班） FAX 083-987-0209
E-mail shien@center. ysn21. jp

等

l旦 研修室等の提供

教育目的で、教育に関する研修や研究を行うことに、センターの研修室や備品を無料で御利用い
ただけます。利用に関する規定や手続き、また、対象の研修室等の概要については、センター ウェ
ブサイトの 「研修室の利用jを御覧ください。

【研修室倒】

※センタ ーが実施する研修講座、職員の対応体制、備昂の状況等の都合により、御利用し1ただけ
ない揚合があります。予め御了承ください。

※研修等の用具で、消耗するものは御持参ください。
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教科研修

教育相談研修

特別支援教育研修

情報教育研修

課題別研修

社会教育研修

申込方法・申込〆切等は、各学校の担当者におたずねください。

研修講座の詳細は、ウェブサイトに掲載してある「センターガイド」で御確認ください。

小中高特　　「変わる！」キャリア教育推進
小中高特　　今日から始める不登校対応
小中高特　　学校におけるコーチング
小中高特　　持続可能な社会をめざす環境教育

マネジメント研修
幼小中高特　「チームとしての学校」づくり（東部・西部会場）
幼小中高特　生徒指導上の学校危機に備えるリスクマネジメント
小中高特　　 「社会に開かれた教育課程」を実現するカリキュラム・マネジメント

小中高特　　授業における基礎的なＩＣＴ活用（６月）
小中高特　　授業における基礎的なＩＣＴ活用（８月）
小中高特　　児童生徒の情報活用の実践力を育むＩＣＴ活用
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【土曜日プラン】
　小中高特教委等     基礎から学ぶ教育関係法規
　小　　　　　　　　　　　 基礎から学ぶ複式学級の授業づくり
　高特　　　　　　　 　　 基礎から学ぶWindows Server　-バージョンアップへの対応を踏まえて-
　小中高特教委等  　 プログラミング教育スタートアップ
　小中高特教委等     体験してみよう！ＩＣＴを活用した遠隔授業
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【出前研修プラン】
　危機管理　人権教育　授業評価を生かした授業改善　ワークショップ形式で行う校内研修の進め方
　小中高　授業研究支援
　小　学習指導要領対応、複式学級支援、国語科、社会科、算数科、家庭科、外国語科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、
　　　 理科授業研究支援、理科実験（１～１９）
　中　学習指導要領対応、国語科、社会科、数学科、技術・家庭科（家庭分野）、外国語科（英語）、道徳、総合的な学習の時間、教科横断的な研修、
　　　 理科授業研究支援、理科実験（１～１３）
　高　学習指導要領対応、国語科、地理歴史科、公民科、数学科、外国語科（英語）、家庭科、総合的な学習の時間、教科横断的な研修、
　　　 理科授業研究支援、実習助手理科実験
　ＩＣＴセミナー（１～８）　例：「プログラミングの基礎」
　ふれあいセミナー（１～８）
　サポートセミナー（１～７）　例：「いじめへの対応Ⅰ、Ⅱ」、「保護者連携」
【所内研修プラン】
　ＩＣＴセミナー（１～６）　例：「プログラミングの基礎」、「遠隔教育の基礎」
　理科実験セミナー
【リクエストプラン】
【課題解決型サテライト研修】
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小中　　　　 初めて特別支援学級を担当する教員
小　　　　 　 複式学級担任
小中高特   養護教諭実践的指導力向上
教委等　 　 教育委員会事務局新任職員等

中高特　　発信力を高め、コミュニケーション能力を育成する外国語
　　　　　   科（英語）〔中・高連携講座〕
小特 　　　新学習指導要領に対応した外国語活動・外国語科
小特　 　　深い学びにつなげる理科授業づくりの基礎
中特　 　　深い学びにつなげる理科（第１分野）観察、実験
中特　 　　深い学びにつなげる理科（第２分野）観察、実験
中高特　　科学的な見方や考え方を養う理科（第２分野・地学）授業
　　　　　   づくり〔中・高連携講座〕
高特　　 　深い学びにつなげる理科（生物）
小中特　　考え、議論する道徳授業づくり〔小・中合同講座〕

小特　　　 　目的や意図に応じて書く力を育てる国語科授業づくり
中高特　　　根拠に基づいて自分の考えを書く力を育てる国語科
　　　　　   　 〔中・高連携講座〕
中高特　　　歴史的な見方・考え方を働かせて考察する力を育てる社会
　　　　　   　 科・地理歴史科〔中・高連携講座〕
小特　　 　　数学的な見方・考え方を働かせる活動の充実を図る算数科
　　　　　　　  授業づくり
中高特　　　数学的活動の充実を図る数学科〔中・高連携講座〕
中高特　　　体育・保健の見方・考え方を働かせる活動の充実を図る保
　　　　　   　 健体育科授業づくり〔中・高連携講座〕
小特　　　　 生活の営みに係る見方・考え方を育てる家庭科授業づくり

小中高特　　教務主任
小中高特　　学年主任
小中高特　　保健主任
小中高特　　生徒指導主任

サテライト研修

平成３０年度研修体系別研修講座一覧

研　　修　　講　　座　　名　　★ゴシックのものは新規研修講座区　分

小中高特　養護教諭新規採用者
小中高特　教職経験養護教諭（６年次）
小中高特　中堅養護教諭資質向上Ⅰ
小中    　　栄養教諭新規採用者
小中高特　教職経験栄養教諭等（６年次）
小中高特　中堅栄養教諭等資質向上
高特　　  　実習助手新規採用者
特　　　   　寄宿舎指導員新規採用者

　※高特　　中堅実習助手資質向上
　 　特　　 　中堅寄宿舎指導員資質向上
　　については、３０年度は、実施しない。

小中　新規採用事務職員課程
小中　事務職員中堅主事課程
小中　事務職員主任主事課程
小中　事務職員新任事務長課程

基　本　研　修

幼特　　　   　新規採用教員
小中高特　 　初任者
小中高特   　フォローアップ（２年次）
小中高特   　フォローアップ（３年次）
小中高特　 　ステップアップⅠ（４～５年次）
小中高特 　　教職経験教諭（６年次）
小中高特　 　ステップアップⅡ（７～９年次）
幼               中堅教諭等資質向上
小中高特　   中堅教諭等資質向上Ⅰ
小中高特 　　ミドルマネジメント（１４～１６年次）
小中高特　 　新任教頭・部主事
小中高特　 　新任校長・副校長

スキルアップ研修

職能研修

リーダー養成研修
中高特　　 　主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり推進（リーダー養成）
小中高        みんなで取り組む!特別支援教育の視点を踏まえた学級づくり・授業づくり推進（リーダー養成）
小中高特     これから求められる情報教育推進（リーダー養成）

小中高特　　チーム学校で取り組む教育相談

幼小中高　　発達障害のある幼児児童生徒の教育
幼小中特　　実践から学ぶ特別支援学級の授業づくり
小中特　　　 専門性を高める特別支援学校等教職員
幼小中　　　 通級による指導の充実

教委等　　　 社会教育主事等
教委等　　　 社会教育指導者のための人権教育

経験年数に応じた研修 職能に応じた研修 専門的知識・技術に関する研修 その他 自主運営による自己研修をサポートする研修 職能に応じた研修 専門的知識・技術に関する研修 その他 自主運営による研修で、自己研修をサポートする 

検索 やまぐち総合教育支援センター 


