
研修番号 研修名 内  容 備 考

Ｔ－２７ 特別支援学級担任研修会
香川大学　教授：小方　朋子
○ 講話「切れ目のない支援を実現するために」
○ 演習「２学期の個別の指導計画をつくろう」

Ｔ－３１ 道徳教育研修会
香川大学　准教授：佐藤 盛子
○講話･演習「道徳の評価の在り方」
※第２回は、Ｔ－３２ 授業力向上研修会と兼ねる。

※複数申込の場合は備考欄に氏名を記入
　 すること。

Ｔ－３３ 情報モラル教育研修会

香川県警察本部生活環境課サイバー犯罪対策室 職員
○事例研究「ネットトラブルの現状」

東洋英和女学院大学　助教：酒井 郷平
○講話・演習「ネット依存、ゲーム依存について」「情報モラル教育の授業づく
り」

※複数申込の場合は備考欄に氏名を記入
　 すること。

Ｔ－３５ プログラミング教育指導者養成研修会

○ 講話・演習「プログラミング教育って！？」
　　演習「プログラミングを体験しよう（scratch編）」
　　講話・演習「学校でプログラミング教育を始めよう」

○ 実践報告「プログラミング教育の実践を交流しよう」
    演習「プログラミング教育実施計画案を作成しよう」

Ｔ－３８ 次世代の授業づくり（アクティブ・ラーニング）研修会

東北学院大学　教授：稲垣　忠
○講話・演習「主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくりのポイント」
　　　　　　　  「これからの学びを支える資質･能力」
○演習「デザインシートを活用した単元設計」　等

Ｔ－３９ 楽しい理科実験研修会
○講話「小学校理科で求める資質・能力について」
○講話・演習「理科室での実験・観察の基礎・基本」
○協議「２学期から役立つ実験・観察のテクニック」

Ｔ－４０ 一人一人を大切にする人権教育研修会
○講話「振り返ってみよう！人権教育」
○講話・演習「同和問題学習を進めるために」

Ｔ－４１ 授業が変わるプレゼンづくり研修会
○講話「ICT導入機器の操作方法について」
○講話「ICT機器を使って授業づくり」
○演習「パワーポイントを使って授業で使用できるプレゼンテーションづくり」

※初級者向けの研修
※１回における受講人数の上限は３０名と
　 する。

Ｔ－４２ タブレットを活用した学び合い研修会
NHK for school番組担当者
○講話・演習「NHK for school を活用した授業づくり」
○演習「学習ツールを使った協働学習について」

※１回における受講人数の上限は３０名と
　 する。

Ｔ－４３ 不登校支援の在り方研修会

○講話・演習「高松市不登校支援Ｑ＆Ａの活用」

香川大学　教授：橋本 忠行
○講話・演習「不登校を中心とした学校不適応への理解と対応」

※１回における受講人数の上限は７０名と
   する。

Ｔ－４５ 心理検査（WISC-Ⅳ上級編）研修会 香川大学　准教授：中島 栄美子
○講話「ＷＩＳＣ－Ⅳの特徴と検査結果の見方」

※ＷＩＳＣ－Ⅳ：今年度は上級編を行う。
次年度（令和２年度）は初級編の予定。

Ｔ－４６ 問題行動等に関する課題解決研修会

○講話･演習「問題行動への対応－組織的な対応の視点から－」

岡山県赤磐市立高陽中学校：元校長　平田 俊治
○講話・協議「地域と連携した問題行動の未然防止の在り方」

Ｔ－４７ 特別な支援を必要とする子どもの理解研修会

○実践発表「特別な支援を必要とする子どもへの合理的な配慮について」

香川大学　准教授：山本 木ノ実
○講話･演習「特別な支援を必要とする子どもの理解」

Ｔ－４８ 電子黒板活用研修会
○講演・演習「電子黒板の機能紹介・体験」
○講演・演習「ICT機器を活用した授業づくり」

①②③は同様の内容
※中堅Ⅰ、Ⅱの受講者が選択する場合は、
   ①か③のどちらかを選択すること。

Ｔ－５０ 校務支援システム操作研修会Ⅱ（進路関係） ○操作研修「中学校第３学年の進路関係書類の作成及び管理」
※希望する中学校は、各校１～２名程度の
　 参加とする。

研修番号 研修名 内  容 備 考

Ｔ－３0 小学校教科外国語教育研修会

大阪樟蔭女子大学　教授：兼重　昇
○講話「小学校外国語の教科書について」
〇協議・演習「授業のポイント」

○講話「年間指導計画について」
〇協議・演習「年間指導計画の作成」

※複数申込の場合は備考欄に氏名を記入す
   ること。

Ｔ－３４ 授業におけるICT活用研修会
○講話「ICTを活用した授業の必要性（新学習指導要領の視点から）（仮）」
○ICT教育推進委員による実践発表・演習
〇研究討議

Ｔ－４４ 心理検査（田中ビネーⅤ）研修会 ○講話「田中ビネー知能検査の特徴」
○実習「検査と評価」

※各中学校に１台配備している検査器具
　を持参
※同一中学校区で複数の参加者がいる
   場合、必ず１名が持参するよう調整し、
   持参者が申込書の備考欄に〇をつけ
　 ること。

Ｔ－４９
校務支援システム操作研修会Ⅰ（成績処理･通知
表）

○基本データの作成及び管理
○各種帳票（通知表等）の作成
○通知表等の作成にかかわる成績管理･処理の方法

※受講人数の上限は40名とする。

第１回不登校を考える会
香川大学大学院　教授：宮前 義和
○講話「（仮題）不登校の子どもへのかかわり方」
○各分野の専門家による悩み相談

第２回不登校を考える会

香川大学大学院　教授：山田 俊介
○講話「（仮題）不登校の子どもへのかかわり方」
○保護者：各分野の専門家による悩み相談
〇教員：事例検討

Ｔ－５４ 特別支援学級調査事前説明会 ○説明「特別支援学級編制の事前状況調査資料の作成について」

第１回高松塾
○ 教育長講話
○ 学級経営の基礎・基本Ⅰ

第２回高松塾
○ 学級経営の基礎・基本Ⅱ
　　生徒指導について

第３回高松塾 ○「自然体験活動の指導法」

第４回高松塾
○授業づくりの基礎・基本Ⅰ＜実技講習選択制＞
　 書写・図工・保健体育・理科　等

第５回高松塾
○授業づくりの基礎・基本Ⅱ
　 アクティブ・ラーニング　・学校図書館・地域教材の活用

第６回高松塾
○授業づくりの基礎・基本Ⅲ
　 ICTを活用した授業づくり

第７回高松塾
○授業づくりの基礎・基本Ⅳ＜実技講習選択制＞
　 国語・社会・算数・数学・理科・外国語　等

第８回高松塾
○授業づくりの基礎・基本Ⅴ・学級経営の基礎・基本Ⅲ
　・ 総合的な学習の時間について　　・特別支援教育について

その他 教育フォーラム in　高松 ９：００～１２：００ ○講演
○体験ブース

※申込みについては、別途通知する。

・不登校児童生徒に関わる保護者等 ６月２４日（月）　１３：２５～１６：２５

９月１０日（火）　１３：２５～１６：２５

２月　８日（土）

香川大学　教授：植田　和也
○研究推進委員による模擬授業「特別の教科道徳の授業づくり」
○研究討議「教材についての説明及び授業についての質疑応答」
○講話「道徳の教科化について」

・不登校児童生徒に関わる教員・保護者等

・小・中学校教員
　※初任者、講師、市内転入教員の中から希望者

６月１１日（火）　１３：２５～１６：２５

２月１５日（土）

※中堅Ⅰの教諭が出席する場合は、各校指
   定者を兼ねることも可。
※複数申込の場合は備考欄に氏名を記入す
   ること。

※第１回は保護者対象
※第２回は教員・保護者対象

※申込みについては、別途通知する。

・小・中教員各校１名　指定
※昨年度、本研修を受講していない者、
　 教育課程運営改善連絡協議会　道徳科を受講しない者
・小・中教員希望者

第１回　８月　１日（木）　９：００～１２：００
第２回１２月２５日（水）　９：００～１２：００

・保・こ・幼・小・中・一高教員
・中堅Ⅱ（教諭、養護教諭）指定
・教職２０年経験者（養護教諭）指定
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

８月２０日（火） １３：００～１６：００

・保・こ・幼・小・中・一高教員
・教職１年経験者（養護教諭）選択
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（養護教諭）、中堅Ⅱ（教諭、養護教諭）指定
・教職２０年経験者（養護教諭）指定
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

８月２０日（火） ９：００～１２：００

・小教員各校１名　指定
※外国語・外国語活動の年間指導計画を作成する者
・小教員希望者

 第１回 １０月２９日（火）１３：２５～１６：２５
 第２回 １２月２６日（木）１３：００～１６：００

・こ・幼・小・中教員
※田中ビネーⅤ：未経験者及び実施回数 が１，２回程度のもの

６月２８日（金） １３：２５～１６：２５

・小教員各校１名　指定
・中教員各校１名　指定（数学科、社会科のいずれか）
・小・中教員希望者

１２月２６日（木）　９：００～１２：００

２　夏季休業中以外に実施するもの

Ｔ－５３

・こ・幼・小・中教員 ８月２２日（木） ９：００～１２：００

・小・中教員
・中堅Ⅰ（教諭）、中堅Ⅱ（教諭）選択
※昨年度「電子黒板活用研修会」受講者を除く

①　６月　７日（金）１４：００～１６：２５
②　７月３１日（水）　９：００～１２：００
③１０月　８日（火）１４：００～１６：２５

・保・こ・幼・小・中教員
・教職１年経験者（養護教諭）選択
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（教諭、養護教諭）選択
・中堅Ⅱ（教諭）選択　　　・中堅Ⅱ（養護教諭）指定
・教職２０年経験者（養護教諭）指定
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

８月　７日（水） １３：００～１６：００

平成３１年度　職務研修・指定研修・専門研修・自主研修一覧

１　夏季休業中に実施するもの（但し、複数回実施するものについては、夏季休業中以外に実施するものも含む）
対  象 日  時

・小・中教員各校１名　指定
※過去に受講した者を除く（平成２６～３０年度）
・小・中教員希望者

８月１９日（月） １３：００～１６：００

・特別支援学級担任（特別支援教育コーディネーターを除く）の内
　１～２名

８月　１日（木） １３：００～１６：００

Ｔ－３２ 授業力向上研修会 １２月２５日（水）　９：００～１２：００

・中教員
※第３学年に所属し、進路関係の各帳票作成に不慣れな教員

８月２３日（金）１３：００～１６：００

対  象 日  時

※　「Ｔ－５１　特別支援教育コーディネーター協議会」、「Ｔ－５２　特別支援教育セミナー」については、県との共催のため、別申し込みになります。
　 　「Ｔ－５３　不登校を考える会」、「教育フォーラム in 高松」についても、別申し込みになります。

５月１１日（土）

６月　８日（土）

６月２２日（土）

９月２１日（土）

１０月１９日（土）

１１月１６日（土）

教職員・児童生徒・保護者等

Ｔ－５５ ・教職経験５年未満の小・中教員及び講師希望者 ９：００～１２：００

４月１３日（土）

・小教員各校１名　指定
　２回連続で参加することができ、プログラミング教育に関する研
　修や計画をたてる予定の者
・小教員希望者

 第１回 　７月２５日（木）　９：００～１２：００
 第２回 　１月２８日（火）１３：２５～１６：２５

・小教員
・中研Ⅰ（教諭）選択

７月３０日（火） １３：００～１６：００

※詳細は高松塾パンフレットを参照

・小・中・一高教員
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（教諭）、中堅Ⅱ（教諭）選択
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

８月　８日（木） １３：００～１６：００

・小・中教員
・教職１年経験者（養護教諭）選択
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（教諭）、中堅Ⅱ（教諭）選択
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

８月　８日（木） ９：００～１２：００

・保・こ・幼・小・中教員
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（教諭、養護教諭）、中堅Ⅱ（教諭）選択
・教職２０年経験者（栄養教諭）選択

・小・中教員
・教職２年経験者（教諭）選択
・中研Ⅰ（教諭、養護教諭）、中堅Ⅱ（教諭）選択

８月　５日（月）１３：００～１６：００

７月２３日（火） １３：００～１６：００

・小・中教員各校１名　指定
・中堅Ⅰ（教諭）指定
・小･中教員希望者

・特別支援学級編制の事前状況調査資料の作成にかかわる者 １０月１日（火）　１５：００～１６：２５


