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■教育経営部担当 希望研修■
実施日

研 修 講 座 名

内

容

新任養護助教諭研修講座（第１日）教職員の服務規律の徹底・
4/17(月)
不祥事防止・ワークライフバランスについて 等
新任養護助教諭研修講座（第２日）情報セキュリティ、特別支
6/9(金)
援教育、保健室経営、救急処置

教職員の服務規律の徹底・不祥事防止・ワークライフバランスについて、保健室経営の実際、
健康相談の実際
情報セキュリティ、特別支援教育、保健室経営の実際、救急処置とシミュレーション訓練の実
際

6/13(火) 社会体験研修１

社会福祉施設における研修（講義・体験活動・演習）

6/20(火) 学校組織マネジメント研修講座

人材育成と学校組織マネジメント（講義）、学校組織マネジメントの考えを生かした人材育成
（実践発表・協議・演習）

7/3(月) 新任地域連携担当者研修講座１
10/12(木) 教務主任研修講座（小・中）
11/6(月) 養護教諭研修講座（小・特）
11/9(木) 養護教諭研修講座（中・高・特）

新任の地域連携担当者としての役割理解と力量向上
学校組織マネジメントの観点から，ミドルリーダーとして教務主任の取り組むべき諸課題につ
いて研究協議を行い，学校経営目標の実現に向け教育活動の充実を図る研修
学校保健の今日的課題に関する講義・講演，演習等
学校保健の今日的課題に関する講義・講演，演習等

11/13(月) 新任地域連携担当者研修講座２

効果的な地域連携のための情報交換と具申案の作成

11/20(月) 栄養教諭・学校栄養職員研修講座

学校給食の今日的課題や衛生管理についての講義・演習，食育にかかわる講演等

未定

社会体験研修２（企業訪問・企業現場体験研修）

■教科教育部担当 希望研修■
実施日

研 修 講 座 名

5/17(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（物理）１

内

容

【科学と人間生活との関わり】主体的で対話的な深い学びを「物理基礎」の授業の中へ

5/19(金) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（化学）１

日常生活との関わりを考える観察、実験と指導の工夫

5/19(金) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（生物）１

野外観察の指導

5/19(金) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（地学）１

野外観察の指導１

5/24(水) 授業づくりに役立つ小学校体育研修講座１

授業づくりに役立つボール運動

6/7(水) 中学校社会わくわく研修講座１

見学・体験による主権者教育

6/7(水) 見学・調査を主体とした高等学校地理歴史・公民研修講座１

見学・体験による主権者教育

6/7(水) 「アクティブ･ラーニング」研修講座
6/13(火) 授業で役立つ中学校技術・家庭研修講座（家庭）１

「アクティブ・ラーニング」の考え方を知り、具体的な実践例を基に、日々の授業改善につい
て考える
アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた技術・家庭科家庭分野における授業づくりの基
礎・基本

6/13(火) レベルアップ！中学校技術・家庭研修講座（技術）１

アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた技術・家庭（技術分野）における授業づくり

6/14(水) 人権教育研修講座１

人権教育の基礎基本を押さえる

6/21(水) 子供が主役！特別活動研修講座（学級活動）２

小学校における子供が主役の話合い活動

6/23(金) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座１

授業づくりに役立つ相撲の基礎・基本

6/26(月) 基礎から学ぶ小学校音楽研修講座１
6/26(月) 基礎から学ぶ中・高等学校音楽研修講座１

特別な支援が必要な児童生徒に対しての音楽的なアプローチ
入れた授業から～
特別な支援が必要な児童生徒に対しての音楽的なアプローチ
入れた授業から～

～ボディパーカッションを取り
～ボディパーカッションを取り

6/28(水) 高等学校理科実習助手研修講座１

高等学校理科（物理、地学）に関する基礎的な理論、観察・実験

6/30(金) ＪＡＸＡと連携

外部機関と連携した、児童生徒に科学を学ぶ意義や有用性を実感させるための取り組みと最先
端科学講演会

理科観察，実験基礎研修講座１

7/5(水) 見学・調査を主体とした高等学校地理歴史・公民研修講座２

地域教材開発の視点を磨く～倉敷市玉島から～

7/20(木) 自然に親しむ就学前教育研修講座

就学前教育における豊かな体験活動

7/24(月) 探究的な学びを深める総合的な学習の時間研修講座１

児童生徒が問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む総合的な学習の時間

7/24(月) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（化学）２

興味関心を高める授業実践と観察、実験の紹介

7/27(木) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（地学）２

興味関心を高めるための観察、実験や指導法の紹介

7/27(木) 授業で役立つ高等学校家庭研修講座１

教科間連携、主体的な学習を目指した授業づくり

7/28(金) 中学校社会わくわく研修講座２

防災をテーマにした授業づくり

7/28(金) 見学・調査を主体とした高等学校地理歴史・公民研修講座３

防災をテーマにした授業づくり

7/28(金) 授業で生かせる高等学校数学研修講座２

思考力・判断力・表現力等を育成する授業づくり

7/28(金) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（物理）２

【新しい物理の授業づくり】ＩＣＴ機器で促進する主体的な物理の授業実践の紹介と科学講演
会

1

実施日

研 修 講 座 名

内

容

7/31(月) 今，求められる高等学校国語研修講座１

主体的・対話的で深い学びを意識した授業づくりと学習評価

7/31(月) 学びを深める小学校理科研修講座１

理科における探究的な学習

7/31(月) 明日からの授業に役立つ中学校理科研修講座１

理科における探究的な学習

7/31(月) 子供が主役！特別活動研修講座（学級活動）１

特別活動における学級活動の基礎・基本

7/31(月) 人権教育研修講座２

人権問題の解決に向けて(１)

8/2(水) 今，求められる小学校国語研修講座１

実践発表と講義・演習から学ぶ国語科指導の基礎・基本

8/2(水) 明日からの授業に役立つ中学校理科研修講座２

科学と日常生活のつながりを意識した授業の展開

8/2(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（生物）２

科学と日常生活のつながりを意識した授業の展開

8/2(水) 授業で役立つ中学校技術・家庭研修講座（家庭）２

技術・家庭科(家庭分野)における実践的指導力の向上

8/2(水) レベルアップ！中学校技術・家庭研修講座（技術）３

木育について考える授業づくり

8/2(水) 授業で役立つ高等学校家庭研修講座２

家庭科の実践的指導力の向上

8/2(水) 心を育てる要の道徳の授業づくり研修講座１

教育活動全体で行う道徳教育の推進

8/3(木) みんなでつくる小学校社会研修講座１

実践発表と講義・演習から学ぶ社会科指導の基礎・基本

8/3(木) 学びを深める小学校理科研修講座２

｢粒子｣「地球」の観察、実験の基礎

8/3(木) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座２

授業づくりに役立つ柔道の基礎・基本

8/3(木) 魅力ある図工の授業づくり研修講座２

初心者大歓迎！木工と備前焼の基礎・基本を知る！

8/3(木) すぐに役立つ高等学校英語研修講座１

「講義・演習」と授業実践発表等

8/4(金) 子どもが学び合う算数授業研修講座１

教科調査官に学ぶ！最先端の算数授業づくり

8/4(金) 学びを深める小学校理科研修講座３

｢エネルギー｣「生命」の観察，実験の基礎

8/4(金) 明日からの授業に役立つ中学校理科研修講座３

野外観察の指導

8/4(金) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（地学）３

野外観察の指導２

8/4(金) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座３

授業づくりに役立つ剣道の基礎・基本

8/4(金) 授業で役立つ小学校家庭研修講座１

はじめての小学校家庭科－基礎・基本の確実な定着を図る学習指導の工夫－

8/7(月) 今，求められる小学校国語研修講座２

小・中・高の系統性を踏まえた授業づくり

8/7(月) 今，求められる中学校国語研修講座２

各校種の実践発表と講義演習を通して国語科の学習指導を学ぶ

8/7(月) 今，求められる高等学校国語研修講座２

各校種の実践発表と講義演習を通して国語科の学習指導を学ぶ

8/7(月) 授業づくりに役立つ小学校体育研修講座２

授業づくりに役立つ体つくり運動

8/7(月) 中・高等学校美術の授業づくり研修講座２

初心者大歓迎！パソコンを活用した美術の授業づくりを考える！

8/8(火) みんなでつくる小学校社会研修講座２

思考力・判断力・表現力の育成を目指した社会科授業の工夫

8/8(火) 中学校社会わくわく研修講座３

思考力・判断力・表現力の育成を目指した社会科授業の工夫

8/8(火) 気付きを深める小学校生活研修講座１

気付きを深める小学校生活研修講座１

8/8(火) 授業づくりに役立つ小学校体育研修講座３

体育授業づくりの基礎・基本

8/8(火) 魅力ある図工の授業づくり研修講座１

次期学習指導要領を意識した魅力ある図工の授業づくりを目指して！

8/8(火) すぐに役立つ中学校英語研修講座２

「基礎・基本とアクティブ・ラーニングの融合」と授業実践発表等

8/8(火) すぐに役立つ高等学校英語研修講座２

「基礎・基本とアクティブ・ラーニングの融合」と授業実践発表等

8/8(火) 授業で役立つ小学校家庭研修講座２

家庭科の授業における実践的指導力の向上

8/9(水) 子どもが学び合う算数授業研修講座２

スーパーティーチャーに学ぶ！算数授業のプレミアム講座

8/9(水) 中・高等学校美術の授業づくり研修講座１

鑑賞の面白さに注目！鑑賞体験を通して鑑賞授業を考える

8/18(金) 即実践！数学の授業づくり研修講座２

数学の授業づくりの工夫・改善

8/18(金) 授業で生かせる高等学校数学研修講座３

数学的活動を意識した授業づくり

8/18(金) 魅力ある図工の授業づくり研修講座３

美術館と学校の連携を考える！

8/18(金) 授業で役立つ中学校技術・家庭研修講座（家庭）３
8/18(金) 授業で役立つ高等学校家庭研修講座３
8/23(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（物理）３

－学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくり－

技術・家庭科(家庭分野)における指導力の向上を目指して地域産業に学ぶ「制服業界の最先端企
業から演習を交えて衣生活について学ぶ」（講義、実習、協議）
家庭科における指導力の向上を目指して地域産業に学ぶ「制服業界の最先端企業から演習を交
えて衣生活について学ぶ」（講義、実習、協議）
【基礎実験講習会】興味・関心を高めるための観察、実験や指導方法の紹介

8/23(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（生物）３

課題研究の指導方法（課題研究）

8/23(水) 中・高等学校美術の授業づくり研修講座３

日本の美意識を大切にした授業づくり

8/23(水) レベルアップ！中学校技術・家庭研修講座（技術）２

岡山県立興陽高等学校農業科から学ぶ

8/24(木) 環境学習研修講座１

身近な自然を活用した環境学習

－地域企業と連携した授業づくりを考える－

8/28(月) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（化学）３

授業実践の紹介と最先端の化学技術に関する講演

8/29(火) 心を育てる要の道徳の授業づくり研修講座２

心を育てる要の道徳の授業づくり

8/29(火) キャリア教育研修講座

キャリア教育の考え方と実践

9/21(木) 高等学校理科実習助手研修講座２

高等学校理科（化学、生物）に関する基礎的な理論、観察・実験

9/26(火) 探究的な学びを深める総合的な学習の時間研修講座２

今日的社会の課題に対する自己の在り方生き方を考えさせる総合的な学習の時間

9/27(水) 基礎から学ぶ小学校音楽研修講座２

鑑賞の授業づくり、教育課程調査官による講義（講義・協議）

9/27(水) 基礎から学ぶ'中・高等学校音楽研修講座２

鑑賞の授業づくり、教育課程調査官による講義（講義・協議）

9/28(木) 博物館に行こう！

理科観察，実験基礎研修講座２

自然の事物・現象を主体的に学ぼうとする態度を育成するための連携

10/2(月) 気付きを深める小学校生活研修講座２

気付きを深める小学校生活研修講座２

10/4(水) みんなでつくる小学校社会研修講座３

確かな学力の定着を図る社会科授業の工夫

－気付きの質を高める授業－

10/6(金) 心を育てる要の道徳の授業づくり研修講座３

教科化直前「初めて見る道徳科教科書」

10/6(金) 環境学習研修講座２

里山の自然を活用した環境学習プログラム
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実施日

研 修 講 座 名

内

容

10/11(水) 今，求められる高等学校国語研修講座３

中学校・高等学校国語科における授業づくりの実際

10/11(水) 今，求められる中学校国語研修講座３

中学校・高等学校の系統性を意識した授業の実際

10/18(水) 今，求められる小学校国語研修講座３

言語活動の充実を図った国語科授業の実際

10/18(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（化学）４

化学産業と人間生活－理科と社会のつながりを考える－

10/18(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（生物）４

先端研究の紹介

10/20(金) 高等学校共通教科「情報」研修講座

共通教科「情報」における学習指導の在り方について授業見学・協議を通して研修を行う

10/23(月) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（物理）４

【地域に根ざした物理教育】井原市美星町における星空観察会

10/24(火) 子どもが学び合う算数授業研修講座３

研究授業から学ぶ！特別支援教育の観点を取り入れた算数授業

10/25(水) 即実践！数学の授業づくり研修講座１

生徒の実態に応じた数学の授業づくり

10/25(水) 授業で生かせる高等学校数学研修講座１

生徒の実態に応じた数学の授業づくり

10/25(水) 明日からの授業に役立つ中学校理科研修講座４

理科の授業づくりの実際

10/25(水) 科学的な自然観を育む高等学校理科研修講座（地学）４

防災の実際と理科の授業づくりの実際

10/25(水) 人権教育研修講座３

人権問題の解決に向けて(２)

10/27(金) 心を育てる要の道徳の授業づくり研修講座４

児童生徒の心に響く道徳の授業づくり

10/31(火) 授業づくりをサポート！小学校外国語活動研修講座

グローバル化に対応した新たな小学校外国語教育

11/1(水) 「アクティブ･ラーニング」研修講座
11/8(水) 学びを深める小学校理科研修講座４
実技を通して指導力を高める運動部活動・クラブ活動指導者等
11/24(金)
研修講座１
実技を通して指導力を高める運動部活動・クラブ活動指導者等
11/27(月)
研修講座２
実技を通して指導力を高める運動部活動・クラブ活動指導者等
11/29(水)
研修講座３

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善と校内体制づくりについて考える
理科の授業づくりの実際
バレーボールの実技，講義，指導法の研修
バスケットボールの実技，講義，指導法の研修
メンタルトレーニングの講義，指導法の研修

12/4(月) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座４

保健体育の基礎・基本１

12/8(金) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座５

体つくり運動の基礎・基本

12/11(月) 授業づくりに役立つ中・高等学校保健体育研修講座６

保健体育の基礎・基本２

未定

基礎から学ぶ小学校音楽研修講座３

未定

未定

基礎から学ぶ中・高等学校音楽研修講座３

未定

未定

今，求められる中学校国語研修講座１

国語科授業づくりの基礎基本を踏まえた授業の実際

未定

即実践！数学の授業づくり研修講座３

目的を明確にした数学の授業づくり

未定

すぐに役立つ中学校英語研修講座１

中学校英語授業づくりの工夫

■生徒指導部担当 希望研修■
実施日

研 修 講 座 名

内

容

子どもの心の扉を開く教師のコミュニケーション力向上研修講
5/19(金)
座（基礎）

子どもの心の扉を開く教師のコミュニケーション力向上

5/24(水) 実習助手研修講座

実習助手の服務と児童生徒理解

6/19(月) 生徒指導重点課題研修講座（津山会場）

重点課題である問題行動等の未然防止について、地域の小・中学校の実態に即した研修

6/20(火) 生徒指導重点課題研修講座（新見会場）

重点課題である問題行動等の未然防止について、地域の小・中学校の実態に即した研修

子どもの内面理解に基づいた校内支援体制づくり研修講座（生
6/22(木)
徒指導体制パワーアップ）

実態把握に基づく生徒指導

6/23(金) 子ども同士が支え合う関係づくり研修講座（課題別）

子ども同士が支え合う関係づくり

6/27(火) 子ども同士の人間関係づくり研修講座（基礎）

子ども同士の人間関係づくり

6/30(金) 生徒指導重点課題研修講座（玉野会場）

重点課題である問題行動等の未然防止について、地域の小・中学校の実態に即した研修

7/31(月)

学級（ＨＲ）づくり等に活用できるアセス等を用いた児童生徒
理解研修講座（基礎）

学級（ＨＲ）づくり等に活用できるアセス等を用いた児童生徒理解

8/3(木) Ｑ－Ｕ等を活用した学級（HR）集団づくり研修講座（課題別） Ｑ－Ｕ等を活用した学級（ＨＲ）集団づくり
8/4(金) 新たな不登校・長期欠席を生まない研修講座（実践生徒指導）

不登校の未然防止と早期対応

8/7(月) いじめの未然防止を考える研修講座（実践生徒指導）

いじめの防止と早期発見・対応

チームで生徒指導に取り組むための体制づくり研修講座（生徒
指導体制パワーアップ）
愛着の視点から子どもへの適切な支援を考える研修講座（実践
8/9(水)
生徒指導）
知っておきたい生徒指導上の危機対応を考える研修講座（生徒
8/10(木)
指導体制パワーアップ）

愛着障害の視点から子どもへの適切な支援について考える

8/21(月) 教職員が支え合う風土づくり研修講座

教職員間で支え合う学校風土づくり

8/8(火)

8/22(火)

不登校・長期欠席からの再登校に向けた支援を考える研修講座
（実践生徒指導）

10/6(金) 子どもの育ちを支える学校教育相談研修講座（課題別）
地域の関係機関等との連携で子どもや家庭への支援を考える研
修講座（生徒指導体制パワーアップ）
学び合う授業づくりで児童生徒の育ちを支える研修講座（実践
11/13(月)
生徒指導）
子どもの学校適応感を高める集団づくり研修講座（実践生徒指
11/14(火)
導）
10/27(金)

未定

生徒指導重点課題研修講座（井原会場）

機能的な校内体制づくり

組織的な危機対応

不登校・長期欠席からの再登校に向けた支援
子どもの育ちを支える学校教育相談
関係機関等との連携
学び合う授業づくりによる児童生徒の成長支援
不登校、いじめ等の未然防止につながる学校適応支援の在り方
重点課題である問題行動等の未然防止について、地域の小・中学校の実態に即した研修
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■特別支援教育部担当 希望研修■
実施日

研 修 講 座 名

はじめての特別支援学校研修講座（授業づくり等に関する基
7/20(木)
礎）

内

容

特別支援学校の教育課程と教科別の指導について

7/26(水) 青年期の発達障害研修講座（発達障害３）

思春期・青年期の発達障害のある生徒の指導・支援を考える

7/26(水) 寄宿舎指導員研修講座

寄宿舎生活支援計画に基づいた生活指導の在り方を考える

7/28(金)

小・中学校特別支援教育コーディネーター・ブロックリーダー
実践力向上研修講座（応用）

発達障害のある児童生徒の保護者に対する支援と連携、校内委員会の在り方

8/1(火) 通級指導教室研修講座

インクルーシブ教育システムにおける通級指導教室の役割と通級指導教室における子どもへの
関わりについて

8/1(火) 訪問教育研修講座

子どもが活動する「子ども主体」の授業づくりを考える

8/3(木) アセスメント研修講座（発達障害２）

実態把握（アセスメント）に基づいて支援を考える

8/7(月) 特別支援学校授業力アップ研修講座（作業学習）

作業学習における授業づくりについて

合理的配慮・インクルーシブ教育システム等基礎研修講座（発
達障害１）
通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づく
8/9(水)
り基礎研修講座
8/8(火)

～主な発達検査の概要と支援への接続～

合理的配慮・インクルーシブ教育システム等についての基礎基本を理解する
通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりを考える

8/10(木) 特別支援学校授業力アップ研修講座（自立活動）

自立活動の指導について

8/21(月) キャリア教育・就労支援充実研修講座（高特）

障害のある生徒の就労の現状や就労先での課題を踏まえ、社会への移行を意識した支援につい
て学ぶ

8/22(火) 就学前特別支援教育研修講座

特別支援教育の視点に立った幼児に対する指導や支援を考える

小・中学校特別支援学級（知的障害／自閉症・情緒障害）授業
8/23(水)
力アップ研修講座

小・中学校特別支援学級における授業づくりを考える

8/25(金) 肢体不自由

肢体不自由児者の発達のポイントや指導・支援の在り方を考える

授業力アップ研修講座

小学校国語科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を
考える研修講座（サテライト）
小学校算数科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を
10/24(火)
考える研修講座（サテライト）
10/18(水)

小学校国語科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を考える研修
小学校算数科における特別支援教育の観点を取り入れた授業を考える研修

■情報教育部担当 希望研修■
実施日

研 修 講 座 名

5/26(金)
6/23(金) 教育の情報化推進リーダー研修講座
11/27(月)

内

容

教育の情報化を組織的、計画的に推進するための体制づくり、校内研修や授業研究会の企画・
運営方法を協議し、所属校においてそれらを実践することを通して、校内研修や授業研究会を
コーディネートする力を身に付けるとともに、各学校の教師力・学校力を向上させる研修

5/26(金)
6/30(金) 情報モラル教育推進リーダー育成研修講座

各学校や地域で情報モラル教育推進の中核となる人材の育成を目指す

11/27(月)
6/19(月)

スマホ・ネット問題等情報モラル研修講座(美作市・西粟倉村・
児童生徒の実態と情報モラル指導に関する校内研修の進め方に関する研修
奈義町・勝央町）

6/21(水) スマホ・ネット問題等情報モラル研修講座(高等学校）

児童生徒の実態と情報モラル指導に関する校内研修の進め方に関する研修

これからはじめるタブレット端末の授業活用研修講座
6/27(火)
（Windows編）
これからはじめるタブレット端末の授業活用研修講座（iPad
6/27(火)
編）
スマホ・ネット問題等情報モラル研修講座(井原市・笠岡市・浅
6/30(金)
口市・矢掛町・里庄町）

基本的な操作研修や模擬授業を通して、タブレット端末の授業などでの活用法とその効果につ
いて理解することで、教科指導におけるＩＣＴ活用に資する研修
基本的な操作研修や模擬授業を通して、タブレット端末の授業などでの活用法とその効果につ
いて理解することで、教科指導におけるＩＣＴ活用に資する研修
児童生徒の実態と情報モラル指導に関する校内研修の進め方に関する研修

7/3(月) スマホ・ネット問題等情報モラル研修講座(赤磐市・和気町）

児童生徒の実態と情報モラル指導に関する校内研修の進め方に関する研修

校務に生かすプレゼンテーション研修講座
（PowerPoint2013）
校務に便利な表計算研修講座１(Excel2013)－データ入力・表
7/4(火)
作成編－

プレゼンテーションソフトを活用した分かりやすい資料作りと、分かりやすく伝えるためのプ
レゼンテーション技術を身に付けるための研修
表計算ソフトウェアを校務に活用するための基本操作（データ入力や簡易な表作成）の技能習
得のための研修

7/4(火)

7/5(水) ＩＣＴを活用した会計分野の授業づくり研修講座（商業）

ＩＣＴを活用した会計分野の授業づくりについての講義・実習

7/6(木) スマホ・ネット問題等情報モラル研修講座(真庭市・新庄村）

児童生徒の実態と情報モラル指導に関する校内研修の進め方に関する研修

7/7(金) メディアリテラシー授業づくり研修講座

ネット社会の現状や児童生徒の実態についての理解と情報モラル指導のための知識技能の習得

7/7(金) 校内研修で進める情報モラル研修講座

スマホ・ネット問題等への対応と校内研修で進める全校への指導のあり方を考える研修

校務に便利な表計算研修講座２(Excel2013)－関数・グラフ作
成編－Ａ
校務に便利な表計算研修講座２(Excel2013)－関数・グラフ作
7/27(木)
成編－Ｂ

表計算ソフト「エクセル」の基本操作について学び、簡単な計算式や関数を用いて、校務に便
利な計算処理・書類作成を行うための知識と技能を高める研修（A・Bは同じ内容）
表計算ソフト「エクセル」の基本操作について学び、簡単な計算式や関数を用いて、校務に便
利な計算処理・書類作成を行うための知識と技能を高める研修（A・Bは同じ内容）

7/27(木) 情報セキュリティ研修講座

情報セキュリティ意識の向上と具体的対策方法を身に付けるための研修

7/24(月)

7/27(木) かんたん絵カード作成で視覚支援入門研修講座Ａ
8/1(火) かんたん絵カード作成で視覚支援入門研修講座Ｂ

保育や授業、生活指導の中で、気軽に始められる絵カード作りの実習と体験を通して、視覚的
な支援について理解を深め、日常的な支援や指導の技術の向上を図る研修（A・Bは同じ内容）
保育や授業、生活指導の中で、気軽に始められる絵カード作りの実習と体験を通して、視覚的
な支援について理解を深め、日常的な支援や指導の技術の向上を図る研修（A・Bは同じ内容）

Webページで情報発信研修講座(ホームページ・ビルダー１９，
ホームページビルダーやWordPressを使って、Webページを作成する研修
WordPress)
表計算ソフト「エクセル」で関数やマクロを用いて、校務に必要な統計処理・書類作成を行う
8/2(水) 校務に便利な表計算研修講座３(Excel2013)－マクロ編－
ための技能を高める研修
8/1(火)

8/3(木)
12/1(金)

教科指導におけるＩＣＴ活用研修講座１～４

8/4(金) 思考ツールを活用したワークシート作成研修講座

教科指導における効果的なＩＣＴ活用や授業づくりについて考え、所属校における授業実践
や、その発表・交流を通して、児童生徒の学力向上に向けた教師の指導力向上に資する研修
ワークシート作成演習を通して思考ツールの活用について理解を深め、児童生徒の思考を促す
授業の在り方について考える
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8/7(月) 校内サーバーの運用・管理研修講座
8/8(火) (WindowsServer2012R2)
8/9(水) 教職員と児童生徒のための著作権研修講座
8/10(木)

ＩＣＴ活用で進めるアクティブ・ラーニング授業づくり研修講
座

8/18(金) はじめてのビデオ撮影・編集研修講座(VideoStudio X８)
8/22(火) 校務に便利なデータベース研修講座(Access2013)
8/25(金) 伝え合う授業でＩＣＴ活用研修講座－育てよう情報活用能力－
9/8(金) タブレット端末の授業活用研修講座
9/20(水) ネットワークトラブルに対応！校内ＬＡＮ活用研修講座
9/25(月) セキュリティ担当者研修講座
10/25(水) ビジネスデータ活用研修講座（商業）

校務の情報化を支えるネットワーク管理者として、校内ネットワーク構築の概要とサーバーや
クライアントの管理・運用、ならびに情報セキュリティを意識した校務の軽減と効率化につい
ての研修
学校教育における著作権教育の指導力向上を目指した研修
主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善や効果的なＩＣＴ活用、単元を見通した授業
デザインの在り方について協議と演習を通して考える、次期学習指導要領先取り研修
動画や静止画の撮影やコンピュータを用いた動画編集の基本的なスキルを習得し、活用の目的
に応じた映像資料の作成に資する研修
データベースソフトウエア（アクセス）の基本機能やデータベース作成について、知識と技能
を体験をとおして知ることで、校務処理への活用を図る研修
情報活用能力育成のために、思考ツールを活用した授業づくりに関する研修
タブレット端末の授業活用法とその授業効果についての研修
校務の情報化推進のための校内ネットワーク運用と管理についての研修
岡山県情報セキュリティポリシーに基づいた教育機関・県立学校のセキュリティ担当者の実務
に必要な知識の研修
授業で活用できる各種統計資料（データ）について知り、ケース教材を開発するための知識と
技能を高める研修
特別支援学校におけるＩＣＴ活用について、参観授業や実践発表、講義や協議を通して理解を
深め、ＩＣＴを活用した個に応じた支援や指導の技術向上を図る研修

未定

特別支援教育の観点におけるＩＣＴ活用研修講座

未定

津山ゆうゆうフライデー研修講座（津山・鏡野）

未定

玉野ゆうゆうフライデー研修講座（玉野）

各地域のニーズに対応した、教育の情報化に関する研修

未定

備前ゆうゆうフライデー研修講座（備前・瀬戸内）

各地域のニーズに対応した、教育の情報化に関する研修

未定

新見ゆうゆうフライデー研修講座（新見）

各地域のニーズに対応した、教育の情報化に関する研修

各地域のニーズに対応した、教育の情報化に関する研修
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