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「国語・理科　力をつける授業づくりの
　　　　　　　　　　　ポイントはここ！」 ①5月31日

「通常学級で困っている子への
　　　　　　具体的な支援方法の在り方」

指導主事 ②6月1日 三八地区特別支援連携協議会

「算数・社会科の授業づくりのポイント」
「気になる子どもの見立てと対応
　　　　　　　　～不適応への対応～」

指導主事 阿部利彦氏（星槎大学）

「表現力を高める『書くこと』の指導」 8月8日
「気になる子どもの理解と支援
　～LDの子とその周りの子への支援～」

安居總子氏（文集はちのへ中央選者　元岐阜大学） 午前 渡辺徹氏（宮城教育大学）

「数学的活動を取り入れた数学授業」 8月8日
「気になる子どもの理解と支援～ADHD･ASD(自閉
症スペクトラム)の子とその周りの子への支援～」

羽住邦男氏（東京学芸大学附属世田谷中学校） 午後 渡辺徹氏（宮城教育大学）

「小学校理科実験の基礎的なポイント」
                ～理科のスタート、小学校３年生！～

「気になる子どもとその保護者への相談支援」

指導主事 鷲岳覚氏（青森明の星短大）

「小学校における
　　『体つくり運動』指導のポイント」

指導主事・市内教員

「よりよい生活や人間関係を築く特別活動
　　　　　　　～評価の在り方を中心に～」

「学校経営における特別支援」

杉田洋氏（文部科学省教科調査官） 大石幸二氏（立教大学）

「道徳的価値の自覚を深める要となる
　　　　　　　　　　道徳の時間の授業づくり
　　　～魅力的な教材の開発や活用を通して～」

「危機への備え～教頭として防災教育を
　　　　　　　　　　どうすすめるか～」

永田繁雄氏（東京学芸大学） 片田敏孝氏（群馬大学　教授）　　

「小中全体を見通した外国語教育の改善と充実」 「ミドルリーダーとしての役割」

瀧口優氏（白梅学園短期大学） 藤原文雄氏（国立教育政策研究所）

「食育を推進する実習指導の在り方
　　　　　　～郷土の食材を取り入れて～」

「小中学校におけるキャリア教育推進のポイント」
　　　　　　　　　三村隆男氏（早稲田大学）

青森県総合学校教育センター指導主事 「校内研修の進め方及び指導案の作成について」
　　　　　　　　　　　　　　　　指導主事

ICTICTICTICT活用活用活用活用 「ICT活用で、わかる・できる授業を」 「創造的な学校事務を実現するために」

指導主事　研究委員 長谷川邦義氏（日本女子大学 常勤講師）

音楽科音楽科音楽科音楽科 「音楽づくり授業づくり」
「特別支援学級担任のための
                                   授業づくり・学級づくり」

坪能由美子氏（日本女子大学） 梅田真理氏（国立特別支援教育総合研究所）

「探究的・協同的な学習としての充実をどう図るか」

原田信之氏（岐阜大学）

「自尊感情を高める学級づくりについて」
「学校における情報共有
　　　　　　　　・情報管理について」

伊藤美奈子氏（慶應義塾大学） 原克彦氏（目白大学）・指導主事

「子どもを取り巻く新しいメディアに対する
　　　　　　学校・家庭での指導の在り方」

飯塚幸彦氏（ぐんま子どもセーフネット）

｢ケーススタディ 教育法規－学校現場での
　事件･事故･トラブル等にどう対応するか｣

「不登校早期発見・早期対応
　　　　　　～上手な登校刺激の与え方～」

坂田仰氏（日本女子大学） 小澤美代子氏（さくら教育研究所）

「学校経営に主体的に関わる
　　　　　　　　リーダーになるために」

「子どもたちの心の健康・自殺防止」

小野寺實氏（前八戸東中学校校長） 瀧澤透氏・瀧澤志穂氏（八戸大学）高橋育子氏

「先生方のメンタルヘルス・セルフケア」

情報教育アドバイザー・臨床心理士ほか

「夢はぐくむ　ふれあいの教育　八戸」

教育長・センター所長・指導主事

7月7日
「発達障がいのある子を支える全ての方に
　～発達障がいのある子への本当の支援～」 34343434

「授業改善と言語活動の充実」
　　　　　　　　　阿部昇氏（秋田大学）

高山恵子氏（NPO法人エジソンクラブ代表）
＊委嘱状交付
「教科等研究の進め方」指導主事

11月3日
「子どものやる気スイッチをいれるために
　　　～やる気を育てる子育てのポイント～」 35353535

「プレゼンテーションのポイント」
　　　　　　　　　総合教育センター所長

菅野純氏（早稲田大学） 「研究のまとめ・研究発表会」指導主事

49494949 ①①①① 6月20・21日 6月4日
「学校における飼育動物の意義と
　　　　　　『ふれあい指導』の在り方」

50505050 ②②②② 11月13･14日 学校獣医師・指導主事

51515151 ③③③③ 2月13･14日 2月1日
「学校における性に関する教育の進め方～いのち
　　を育む教育アドバイザー事業を通して～」

52525252 ①①①① 8月6･7日 いのちを育む教育アドバイザー・指導主事

53535353 ②②②② 1月9･10日 7月26日 「これからの幼保小連携について」

54545454 ①①①① 6月20･21日 小林宏己氏（早稲田大学）

55555555 ②②②② 11月13･14日 39393939 ①①①① 2月7日 「教科等研究・派遣研修発表会」

56565656 ③③③③ 2月13･14日 40404040 ②②②② 2月8日 教科等研究委員・派遣研修生

41414141 ①①①① 4月16日

42424242 ②②②② 4月20日

43434343 ③③③③ 4月24日 指導主事・ＳＥ

44444444 ①①①① 8月6日 「AEDを使用した普通救命講習」

45454545 ②②②② 1月7日 東消防署職員

7月30日 中学生希望者
「ふるさとの岩石を訪ねて」
　　　　　～階上岳・種差海岸方面～

小中教員 市内中学校教員　他

「男女共同参画の視点と
　　　　　　　メディアリテラシー」(仮)
　　　　　　　　　　　　講師は未定

男女共同男女共同男女共同男女共同1111 7月31日 小中教員

15151515

16161616

17171717

学級学級学級学級におけるにおけるにおけるにおける
特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ((((２２２２))))

「校務用コンピュータの操作と
　　　グループウェア（Govatt）の
　　　　　　　　　　　活用について」

27272727

28282828

29292929

●●●●選択研修講座選択研修講座選択研修講座選択研修講座
＜＜＜＜特別研修講座特別研修講座特別研修講座特別研修講座＞＞＞＞

選択選択選択選択してしてしてして受講受講受講受講できるできるできるできる講座講座講座講座とととと特別委員特別委員特別委員特別委員のののの研修会研修会研修会研修会がありますがありますがありますがあります。。。。

校務用校務用校務用校務用
コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ
　　　　活用研修講座活用研修講座活用研修講座活用研修講座

生徒指導部
情報情報情報情報モラルモラルモラルモラル

各中学校
担当者・
小中教員

教科等研究教科等研究教科等研究教科等研究・・・・
　　　　　　　　派遣研修派遣研修派遣研修派遣研修
　　　　　　　　　　　　　　　　発表会発表会発表会発表会

地質巡検地質巡検地質巡検地質巡検46464646

市民教育市民教育市民教育市民教育
　　　　公開講座公開講座公開講座公開講座（（（（２２２２））））

48484848

市民
幼保小中教員

学校飼育動物学校飼育動物学校飼育動物学校飼育動物
　　　　　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

思春期思春期思春期思春期ネットワークネットワークネットワークネットワーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

幼保小連携幼保小連携幼保小連携幼保小連携
　　　　　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

＜＜＜＜後援講座後援講座後援講座後援講座＞＞＞＞

「ネイティブスピーカーとの緒英会話を
　　　　　　　　　　　　　楽しもう」
　　　　　　　　総合教育センターALT

未受講者
受講4年以上

36363636

37373737

38383838

新任・異動・
希望教職員

幼保小中教員
市民

各小学校
担当者・
小中教員

AEDAEDAEDAED実技実技実技実技
　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

ALTALTALTALTとととと話話話話そうそうそうそう
小中学生

市民
幼保小中教員

「パソコンに親しもう」
　　　　　ビジネスサービス八戸
　　　　　　　　　PCインストラクター

「ネイティブスピーカーとの緒英会話を
　　　　　　　　　　　　　楽しもう」
　　　　　　　　総合教育センターALT

市民
幼保小中教員

市民市民市民市民パソコンパソコンパソコンパソコン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教室教室教室教室

市民英会話市民英会話市民英会話市民英会話
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 教室教室教室教室

学年主任

31313131
心心心心ののののケアケアケアケア

不登校対策不登校対策不登校対策不登校対策

研修講座研修講座研修講座研修講座
小中教員

11月19日

6月29日

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

研修講座研修講座研修講座研修講座

算数算数算数算数・・・・数学科数学科数学科数学科

小中研修主任23232323

8月17日

18181818

19191919

小・中教員
３年間で

１回以上受講

幼保希望者

特別支援教育相談特別支援教育相談特別支援教育相談特別支援教育相談
　　　　　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

((((算数算数算数算数・・・・社会社会社会社会））））研修講座研修講座研修講座研修講座

小中教員

小中教員

小中教員

小中教員

小中教員

小中教員

小中教員

平成平成平成平成24242424年度八戸市総合教育年度八戸市総合教育年度八戸市総合教育年度八戸市総合教育センターセンターセンターセンター研修講座一覧表研修講座一覧表研修講座一覧表研修講座一覧表

小中教員

学校経営校長学校経営校長学校経営校長学校経営校長

研修講座研修講座研修講座研修講座

授業授業授業授業づくりづくりづくりづくり基礎基礎基礎基礎((((1111))))

小中校長

（（（（国語国語国語国語・・・・理科理科理科理科））））研修講座研修講座研修講座研修講座

授業授業授業授業づくりづくりづくりづくり基礎基礎基礎基礎((((2222))))

20202020

小中教員

小中教員

●●●●選択研修講座選択研修講座選択研修講座選択研修講座
＜＜＜＜授業力授業力授業力授業力・・・・指導力指導力指導力指導力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座（（（（授業授業授業授業づくりづくりづくりづくり・・・・学級学級学級学級づくりづくりづくりづくり）＞）＞）＞）＞

6月19日

6月28日

1111

2222

国語科国語科国語科国語科

研修講座研修講座研修講座研修講座

22222222

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

7月30日

教務主任教務主任教務主任教務主任

小中教員

学校経営教頭学校経営教頭学校経営教頭学校経営教頭

研修講座研修講座研修講座研修講座

21212121

32323232

教育法規教育法規教育法規教育法規
　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座（（（（２２２２））））

メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス
　　　　　　　　　　　　　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座

小中教務主任

学校事務学校事務学校事務学校事務
24242424

研修講座研修講座研修講座研修講座

研修主任研修主任研修主任研修主任

事務職員11月13日

研究委員

自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを高高高高めるめるめるめる
小中教員

小中教員

学級学級学級学級づくりづくりづくりづくり研修講座研修講座研修講座研修講座

33333333

●●●●選択研修講座選択研修講座選択研修講座選択研修講座
＜＜＜＜市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座＞＞＞＞

発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい・・・・子育子育子育子育てててて・・・・英会話英会話英会話英会話などなどなどなど先生方先生方先生方先生方のののの受講受講受講受講もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。

30303030

47474747
市民教育市民教育市民教育市民教育
　　　　公開講座公開講座公開講座公開講座（（（（１１１１））））

技術技術技術技術・・・・家庭科家庭科家庭科家庭科

25252525

26262626

研修講座研修講座研修講座研修講座

特別支援学級担任特別支援学級担任特別支援学級担任特別支援学級担任

＜＜＜＜経営力経営力経営力経営力アップアップアップアップ（（（（準職務準職務準職務準職務）＞）＞）＞）＞
※※※※対象対象対象対象のののの職務職務職務職務のののの先生方先生方先生方先生方からからからから各校各校各校各校1111名名名名のののの受講受講受講受講をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

（（（（小規模校小規模校小規模校小規模校についてはについてはについてはについては可能可能可能可能なななな限限限限りのりのりのりの受講受講受講受講になりますになりますになりますになります））））

6月15日

12月27日

体育科体育科体育科体育科

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

特別支援
学級担任

(複数の場合
1名以上可)

●●●●選択研修講座選択研修講座選択研修講座選択研修講座
＜＜＜＜経営力経営力経営力経営力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座＞＞＞＞

小中教頭

英語科英語科英語科英語科・・・・外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

特別活動特別活動特別活動特別活動

指導力指導力指導力指導力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

道徳道徳道徳道徳

指導力指導力指導力指導力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

学級学級学級学級におけるにおけるにおけるにおける
特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ((((１１１１))))

教頭か
ICTリーダー
どちらか1名

研修講座研修講座研修講座研修講座

情報管理情報管理情報管理情報管理
5月18日

6月26日

研修講座研修講座研修講座研修講座

学級学級学級学級におけるにおけるにおけるにおける
特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ((((４４４４））））

学級学級学級学級におけるにおけるにおけるにおける
特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座特別支援研修講座
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ((((３３３３))))

6月22日

保健部

幼保小教員

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

小中教員

小中教員

研修講座研修講座研修講座研修講座

12月27日

10月9日

7月30日

12月26日

5月24日

9月3日

6月25日

4月19日

3333

4444

9999

5555

6666

7777

8888

7月23日

5月15日

10101010

11111111

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

6月21日

7月23日

7月27日

理科実験理科実験理科実験理科実験

授業力授業力授業力授業力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座

11月6日

13131313

14141414

7月6日

7月31日

研究委員研修会研究委員研修会研究委員研修会研究委員研修会
         （         （         （         （１１１１））））

研究委員研修会研究委員研修会研究委員研修会研究委員研修会
         （         （         （         （２２２２））））

初任者研修初任者研修初任者研修初任者研修
「「「「ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの教育教育教育教育」」」」

12月26日

教育法規教育法規教育法規教育法規
　　　　研修講座研修講座研修講座研修講座（（（（１１１１））））

★★★★指定研修講座指定研修講座指定研修講座指定研修講座
＜＜＜＜子子子子どもどもどもども理解理解理解理解・・・・特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育＞＞＞＞

※※※※24242424年度年度年度年度からのからのからのからの3333年間年間年間年間でででで必必必必ずずずず1111回以上回以上回以上回以上のののの受講受講受講受講をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

◆◆◆◆職務職務職務職務・・・・準職務研修講座準職務研修講座準職務研修講座準職務研修講座
＜＜＜＜経営力経営力経営力経営力アップアップアップアップ研修講座研修講座研修講座研修講座（（（（職務職務職務職務）＞）＞）＞）＞

※※※※対象対象対象対象のののの職務職務職務職務のののの先生方先生方先生方先生方はははは必必必必ずずずず受講受講受講受講でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

　＜　＜　＜　＜八戸市総合教育八戸市総合教育八戸市総合教育八戸市総合教育センターセンターセンターセンター＞＞＞＞
　　〒　　〒　　〒　　〒031031031031----0803080308030803　　　　八戸市諏訪一丁目八戸市諏訪一丁目八戸市諏訪一丁目八戸市諏訪一丁目2222----41414141
　　　　　　　　　　　　電話電話電話電話　　　　0178017801780178----46464646----0521052105210521（（（（代表代表代表代表）　）　）　）　FAXFAXFAXFAX　　　　0178017801780178----46464646----1155115511551155
　　　　　　　　　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....hachinohehachinohehachinohehachinohe....edededed....jp   webmasterjp   webmasterjp   webmasterjp   webmaster@@@@hechechechec....hachinohehachinohehachinohehachinohe....edededed....jpjpjpjp

研究委員
希望者

9月27日

5月25日

5月11日

小中教員

初任者

12121212


