
1 対象校種

2 目　　的 　事務職員としての自覚と専門性を高めるため、職務に関する基礎的事項に
ついて研修する。

3 期　　日 平成３０年７月３０日(月）から平成３０年７月３１日（火）まで

4 会　　場 やまぐち総合教育支援センター
（山口市秋穂二島1062 セミナーパーク内 情報・教科研修棟 マルチメディア室）

5 担　　当 総務課　岸本智子　（TEL 083-987-1160   FAX 083-987-1200）

6 ３期日程 （１日目：７月３０日（月））

時　間 内　　　　　　　　　容 　講師・指導助言者等

 9:40～ 9:50 諸連絡

 9:50～10:50 （講義） 総合教育支援センター教育支援部
　情報モラル　　　　　　　　　　　　　　　研究指導主事　　　森　　　寛　文
　－学校における個人情報の保護について－

11:00～12:00 （講義・実習） 総合教育支援センター教育支援部
　ＩＣＴの活用Ⅰ　　　　　　　　　　　　　研究指導主事  　　永　久　　　亮
　－ＩＣＴ機器の基本的な使い方－ 　研究指導主事　　　菊　谷　義　尚

　研究指導主事　　　髙　井　邦　彦
　研究指導主事　　　森　　　寛　文

13:00～16:50 （実習） 同上
　ＩＣＴの活用Ⅱ
　表計算ソフトウェア（エクセル）
　ワープロソフトウェア（ワード）

16:50～17:00 諸連絡

３期日程 （２日目：７月３１日（火））

 9:00～ 9:45 （講義・演習） 総合教育支援センター総務課
　文書の実務 　主　　　　査　　　藤　岡　　　浩

 9:55～10:55 （講義） 特別支援教育推進室
　特別支援教育の推進について 　主　　　　査　　　田　中　幸　雄

11:05～12:05 （講義・演習） 人権教育課推進班
　人権教育の推進について 　指 導 主 事　　　 佐　藤　　　淳

13:05～14:05 （講義） 萩市立明倫小学校
　学校運営参画と学校事務職員の役割 　事　 務　 長　　　森　田　美知代

14:15～15:50 （グループ討議） 同上
　各学校の課題と対応

15:50～16:00 閉講行事
※会場位置、欠席届及び講座実施に係る緊急情報等についてはやまぐち総合教育支援センター
　のウェブサイト（ http://www.ysn21.jp/ ）で御確認ください。ウェブサイトで確認がで
　きない場合は、やまぐち総合教育支援センターへお問合せください。

７　事前アンケートについて
　　グループ討議に関するアンケートについては、Ｗｅｂアンケートシステムにより７月１２日
　(木)までに回答してください。なお、アンケートの回答方法については、やまぐち総合教育
　支援センターのウェブサイト「『Ｗｅｂアンケート』の答え方」を御覧ください。

―― 219 319 ― ―
教委等

平成３０年度　新規採用事務職員課程（３期宿泊）研修講座実施要項

幼 小 中 高 特 ７月５日改訂 
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８　その他
　(1)　携行品について
　　ア　講座に関するもの

・　実習データを保存するための記憶媒体（ＵＳＢメモリ等）  【ＩＣＴの活用Ⅱ】
※記憶媒体のウィルスチェックは、必ず行っておいてください。

・「山口県人権推進指針」及び「山口県人権教育推進資料」　　【人権教育の推進について】
・「学校事務職員の学校運営への参画による学校の総合力の向上に向けて－事務職員・

　　　　　　　　　　　 教員連携協力校連絡会議　研究報告－」　　　　　【学校運営参画と学校事務職員の役割】
・「学校要覧」（平成３０年度）　　　　　 　　【特別支援教育の推進について】

　　イ　宿泊に関するもの
 　　 ・宿泊用衣服
　 　 ・共済組合員証
　(2)　宿泊について
　 　　この講座は宿泊研修となっています(宿泊申込書の提出は必要ありません）。
　　　 なお、特別な事情により宿泊ができない場合には、所属長を通じて７月１２日(木)まで
　　　に担当へご連絡ください。



 

宿泊オリエンテーションの手引 
はじめに 

セミナーパークは、研修・学習・交流のための施設です。宿泊棟はホテルとは異なり、研修施設と

してすべてセルフサービスによって運営されています。お互いにルールを守り、施設の美化にご協

力お願いします。 
 

１ 宿泊するときは 
（１） 宿泊する方は、宿泊棟管理室前に備えてある『宿泊

者名簿』に○印を記入してください。また、連続して宿泊

する方は、２日目以降についても宿泊当日の１２時から

午後５時３０分までの間に当日分の『宿泊者名簿』に必

ず○印を記入してください。 

（２） リネン室に備えてあるシーツ（２種類）と枕カバーを使

用し、室内にある説明書をよく読んでください。また、宿

泊期間中は、同じものを使用してください。 

２ 防犯・防火について 
（１） 貴重品類は各自の責任で管理してください。 

（２） 宿泊棟内は、すべて禁煙です。喫煙は、玄関ロビー

横の喫煙場所でお願いします。 

（３） 避難口と非常用懐中電灯を確認してください。 

（４） 避難経路は入り口のドアのところに表示してありま

す。 

（５） 火災が発生したときは、最寄りの火災報知器のボタン

を押し、宿泊棟管理室または管理棟防災センターに急

報してください。 

（内線：管理室４５５ 防災センター４５０） 

３ 飲酒・飲食について 
宿泊棟内での飲酒、飲食は禁止しています。飲酒は、管

理棟の食堂またはラウンジをご利用ください。なお、ラウン

ジは午後１０時４０分まで利用できます。（宿泊棟に至る渡り

廊下出入口の施錠は午後１０時５０分です。）アルコールを

除く飲食（ジュース、茶菓子等）については、談話室及び玄

関ロビーのみ可能。 

４ 来訪者との面会 
面会は、玄関ロビーにてお願いします。来訪者の宿泊室

フロアーへの立入りは禁止しています。 

５ 外出するとき 

（セミナーパークの敷地外へ出るとき） 
同室者に告げるとともに、宿泊棟管理室前に備えてある

『外出簿』に記入してください。戻った場合も必ず記入して

ください。 

６ 宿泊棟出入口の開閉 
（１） 玄関は、午後１０時から翌朝６時までの間は施錠しま

す。（門限は午後１０時です。） 

（２） 管理棟への通路の出入口は、午後１０時５０分から翌

朝７時３０分までの間は施錠します。 

（３） 玄関および管理棟に至る通路以外の出入口からの

出入りは、非常の場合を除いて禁止します。 

７ 消灯 
共用部分（玄関ロビー、談話室等）の消灯は、午後１１時

です。夜間は静粛にし、お互いに迷惑になるような行為は

慎んでください。 

８ 退去するとき 
（１） 使用済みのシーツ、枕カバーは、たたんでリネン室

に戻してください。 

 

（２） 寝具および室内を整理し、ゴミなど残らないようお願

いします。（ごみ箱は備えてありません。）また、汚損箇

所または破損箇所がある場合は、申し出てください。

『来たときよりも美しく』をモットーに次の利用者のために

きれいにしてください。 

（３） 電灯、空調、水道の作動停止を確認してください。 

（４） 窓の施錠を確認してください。窓のカーテン（レース

のみ）は閉めておいてください。 

（５） 宿泊室の出入口のドアは施錠しないでください。 

（６） 午前９時までに部屋の鍵に『退室点検票』を添えて

宿泊棟管理室に戻して退去してください。 

※ 室内の整理等の状態が悪い時は、やり直しをお願

いする場合があります。 

９ その他 
（１） 宿泊室備え付けのスリッパの使用は、宿泊棟内に限

ります。 

（２） 玄関ロビーや談話室では、節度ある服装としてくだ

さい。 

宿泊棟内の施設・設備の案内 

１ 電話 
宿泊室内の電話は、セミナーパーク施設内専用の内線

電話です。市内、市外への通話は１階の公衆電話を利用

してください。 

２ 浴室 
午後５時から午後１０時３０分まで入浴できます。（ただ

し入室時間は午後１０時まで。）また、午前６時３０分から

午前８時まではシャワーのみ使用できます。ボディーソー

プ、リンスインシャンプーが備えてあります。 

３ 談話室 
午後５時から午後１０時５０分まで使用できます。テレ

ビ、囲碁および将棋のセットが備えてあります。 

４ 洗濯 
ランドリーをご利用ください。洗濯機および乾燥機が備

えてあります。洗剤は各自で用意してください。午後１１時

から翌朝７時までの間は、ランドリーの使用を禁止します。 

５ 湯沸室 
備えてある湯茶道具は、談話室のみ自由に使用できま

す。使用後は洗って元の場所に戻しておいてください。 

６ 冷暖房 
宿泊室内の温度調節は、各室の空調スイッチを使用し

てください。なお、使用にあたっては、省エネルギーにご

協力ください。 

７ 運動用具等の貸出 
軽い運動用の用具およびアイロン等が宿泊棟管理室

に備えてありますので申し出て使用してください。ただし、

体育館、テニスコート等の運動施設の使用は有料です。 

８ 自動販売機 
各階に飲料等の自動販売機が設置してありますので、

ご利用ください。 

 



宿泊者は、別紙の名簿どおりの部屋に宿泊してください

やむを得ず変更する場合は、宿泊研修責任者から宿泊棟管理室に報告してください

○ 避難経路を確認してください（入り口ドアに表示）

○ 火災その他非常時は・・・・・

宿泊棟管理室 内線 ４５５

防災センター 内線 ４５０

○ 宿泊棟内は、”禁酒” ”禁煙”

○ 門限は午後１０時（宿泊棟玄関の施錠 午後１０時）

管理棟への通路 午後１０時５０分施錠

○ 入室時には、リネン室で以下のものを受け取ってください

掛け布団用（アッパーシーツ）

マット用（アンダーシーツ） それぞれ１枚ずつを

枕カバー 必ず使用してください

退室時にリネン室へ返却

○ 浴室の利用時間

午後５時から午後１０時３０分

※ただし、入室は午後５時から午後１０時まで

午前６時３０分から午前８時まではシャワーのみ利用可

○ 食堂利用時間

朝 午前７時３０分 ～ 午前８時３０分

昼 午前１１時３０分 ～ 午後１時３０分

夜 午後５時３０分 ～ 午後７時

○ ゴミの処理について

1 ゴミは全て持ち帰ってください

ゴミ箱は、備えてありません

2 缶ジュース等の自動販売機専用の空き缶入れには

他のものを絶対に捨てないでください

○ 退棟時間は午前９時までです

○ 最終日に宿泊室を退室する時は、 階段

宿泊室の出入り口のドアは施錠しないでください お手洗い

「退室点検票」にある項目を確認し、宿泊室の鍵と共に 自動販売機

宿泊棟管理室にお返しください エレベーター
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