令和4年度

神奈川県立総合教育センター研修講座一覧
≪自己研鑽のための研修»
研修講座名

日付

内容

定員

対象校種等

授業力向上のための研修
国語の授業づくり研修講座（小学校）

8月18日

講義・演習「小学校国語科における書写指導の意義」

20

小・特

算数の授業づくり研修講座（小学校）

7月26日

講義・演習「確かな学力を育む算数科の指導」

40

小・中・高・中等・特

20

小・特

40

小・特

30

高・中等・特

30

中・高・中等・特

40

中・高・中等・特

20

中・高・中等・特

45

中・高・中等・特

45

中・高・中等・特

22

中・高・中等・特

20

中・高・中等・特

80

小・中・高・中等・特

100

小・中・高・中等・特

確かな学力を育む教科指導研修講座３

小学校図画工作

小学校英語レッツ・エンジョイ・イングリッシュ研修講座
国語（近・現代文学）の授業づくり研修講座
国語（古典）の授業づくり研修講座

8月18日
7月27日
8月4日
8月16日

講義・演習「確かな学力を育む図画工作（モダンテクニック・鑑賞等）の指
導」
講義「実践報告」
講義・演習「子どもに興味を持たせる活動の工夫」
講義・演習「神奈川近代文学館の役割」
講義「教科書教材の新たな視点」
講義・演習「教科書教材の新たな視点」
講義「金沢文庫について」

社会・地理歴史の授業づくり研修講座～金沢文庫を知る～

8月4日

社会・公民の授業づくり研修講座～日本の財政と租税教育～

7月27日

数学の授業づくり研修講座（中学校）

7月26日

数学の授業づくり研修講座（高等学校１）～数学の有用性について考え
る～
数学の授業づくり研修講座（高等学校２）～数学的活動を取り入れた授
業づくり～

7月28日
8月8日

実習「県立金沢文庫の見学」企画展「湘南電鉄と県立金沢文庫」
協議「生徒の主体的な学習について」
講義・演習「税の役割と財政の現状」
講義・演習「今後の租税教育と財政教育の在り方」
講義・演習「数学的活動を取り入れた授業づくり」
講義・演習「数学を学ぶことに感動を覚え、その有用性を実感させる授業づ
くり」
講義・演習「数学的活動を取り入れた授業づくり」
講義・演習「日本の宇宙科学研究の現在と成果」

理科の授業づくり研修講座～博物館・研究所を訪ねて～

8月9日

講義・実習・協議「理科の授業づくりのための宇宙を題材にした教材につい
て」

音楽の授業づくり研修講座１～プロの演奏家に学ぶ～

8月9日

講義・演習「演奏とプロの演奏家の視点によるレクチャー」

音楽の授業づくり研修講座３～鑑賞教育～

8月24日

講義「鑑賞教育における指導と教材研究のポイント」

芸術（書道）の授業づくり研修講座

8月10日

講義・演習「新学習指導要領における芸術（書道）の教育課程上の意義」

20

高・中等・特

講義・演習「美術館ツアー」「美術館を活用した鑑賞の指導」

20

小・中・高・中等・特

20

中・中等・特

20

中・高・中等・特

20

中・高・中等・特

20

高

10

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

30

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

図画工作・美術・工芸の授業づくり研修講座

8月2日

技術・家庭科（技術分野）の授業づくり研修講座

8月8日

家庭科の授業づくり研修講座１～小・中・高の系統性から見た「生活の
自立」につながる学び～
家庭科の授業づくり研修講座２～新学習指導要領における消費者教育に
ついて～
農業科の授業づくり研修講座

アカデミック・ライティングの基本と英文ライティング添削講座

7月26日
8月4日

8月5日

講義・実習「新学習指導要領の「Ｄ情報の技術」における題材の在り方」
講義・ワークショップ「技術分野の指導と評価の一体化」
講義・演習「小・中・高の系統性から見た『生活の自立』につながる学びに
ついて」
講義・演習「少子化で変わる子どもの消費と企業活動､子どもや若者を取り
巻く環境の変化と消費者トラブルの動向」
講義「これからの神奈川の農業教育に期待するもの」
協議「農業教育の基礎・基本の充実について」「プロジェクト学習の実践に

ついて」
8月22日、12 講義・演習「Course Orientation and Introduction to Academic
月9日他

４技能を育てる英語テストの作り方①筆記テスト

8月1日

４技能を育てる英語テストの作り方②パフォーマンステスト

8月1日

Writing」
講義・演習・協議「筆記テストの理論的背景と具体的な評価方法・指導」
「筆記テスト問題・評価スケールおよび指導計画の作成」
講義・演習・協議「パフォーマンステストの理論的背景と具体的な評価方
法・指導」「パフォーマンステスト問題・評価スケールおよび指導計画の作
成」
講義・演習・協議「Rethinking how we learn and teach vocabulary and

授業に活きる英語教授法（TESOL)①語彙／文法

8月24日

授業に活きる英語教授法（TESOL)②リスニング／リーディング

8月25日

授業に活きる英語教授法（TESOL)③スピーキング／ライティング

8月26日

グローバル人材の育成に求められる英語教育

7月25日

授業のつくり方ワークショップ

7月28日

英語の発音指導法

12月6日

Small TalkからAcademic Discussionへ

7月25日

講義・演習「From Small Talk to Academic Discussion」

30

中・高・中等

教師のためのパラグラフ・ライティングワークショップ

9月22日

講義・演習「Paragraph Writing for English Teachers」

20

中・高・中等

授業でできるディベート活動と指導

7月27日

講義・演習「授業でできるディベート活動と指導のポイント」

30

中・高・中等

grammar」
講義・演習・協議「Rethinking how we learn and teach listening and
reading」
講義・演習・協議「Rethinking how we learn and teach speaking and
writing」
講義・演習「グローバル社会が必要とする英語教育」「グローバル社会が必
要とするコミュニケーション能力育成のための言語活動」
講義・演習・協議「学習到達目標に基づく指導計画と授業」「学習到達目標
の設定と指導計画・授業デザインの作成」
講義・演習・協議「How to Teach English Pronunciation to Japanese
Learners」

1

英語教育実践情報（中学校）

8月25日

英語教育実践情報（高等学校）

8月9日

ICTを活用した英語授業①Basic

8月17日

ICTを活用した英語授業②Advanced

8月17日

思考力とコミュニケーション力を磨く英語授業
生徒中心の授業をつくるコミュニケーション活動

12月15日
-協同学習入門

＜特別公開研究発表会＞高等学校英語教員フォーラム
【中止】商業の授業づくり研修講座～企業から学ぶ実践的マーケティン
グ戦略～

7月28日
8月24日
【中止】

講義・演習・協議「４技能を伸ばす授業実践」「授業における言語活動の工
夫」
講義・演習・協議「４技能を伸ばす授業実践」「授業における言語活動の工
夫」
講義・演習「The Basics of Google Classroom」
講義・演習「ICTの統合的活用のためのツール」「ICTを統合的に活用した
言語活動」
講義・演習「How to Develop Students' Critical Thinking Skill」
講義・演習・協議「協同学習の基礎」「協同学習活動体験」「協同学習活動
の効果と応用」
実践報告・協議英語教育アドヴァンスト研修修了者による実践報告・協議
演習「課題図書の読書」
講義・協議「ＥＣビジネス講座」

20

中・高・中等

20

中・高・中等

10

中・高・中等

10

中・高・中等

20

中・高・中等

20

中・高・中等

40

中・高・中等

20

中・高・中等

講義・演習「天気予報を通して学ぶ情報システムの利活用」
情報の授業づくり研修講座

8月18日

講義・演習「データサイエンスを学ぼう～高校野球へのコロナの影響～」

-

中・高・中等・特

5

高・中等

40

特・他

50

幼・特・他

15

特

15

特

15

特

15

特

15

特

15

特

講義・演習「新しい本人確認システムの仕組みを考える」

県立高等学校等保健体育科初任者指導担当者研修講座

5月19日

幼児運動遊び研修講座①※学校体育指導者研修講座（幼稚園の部）

8月10日

幼児運動遊び研修講座②

8月10日

学校体育指導者研修講座（小学校の部）(陸上運動系）

6月22日

学校体育指導者研修講座（小学校の部）（水泳運動系）

6月24日

学校体育指導者研修講座（小学校の部）（保健）

6月24日

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（器械運動）

6月22日

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（ダンス）

6月22日

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（球技ネット型）

6月22日

講義・演習「学習指導要領の趣旨を踏まえた保健体育科授業づくりについ
て」
講義・実技「幼児の運動遊びについて」
講義・実技「幼少期の子どもに経験させたい運動遊び

～アクティブ・チャ

イルド・プログラムの理論と実際～」
講義「学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・実技「陸上運動系」
講義「学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・実技「水泳運動系」
講義「学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・演習「保健」
講義「新学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・実技「器械運動」
講義「新学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・実技「ダンス」
講義「新学習指導要領を踏まえた体育・保健体育授業の考え方」
講義・実技「球技（ネット型）」

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（小の部）①

9月17日

講義・実技「すぐに活用できる『器械運動』の指導法」

45

小・特

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（小の部）②

11月19日

講義・実技「すぐに活用できる『投の運動』の指導法」

45

小・特

講義・演習「オリンピック・パラリンピック教育について」

30

中・高・中等・特

講義・実技「体つくり運動」

20

中・高・中等・特

26

中・高・中等・特

26

中・高・中等・特

60

小・中・高・中等・特

50

小・中・高・中等・特

50

小・特

50

小・特

50

小・特

50

小・特

50

小・特

50

小・特

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（中・高の部）①

6月21日

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（中・高の部）②

10月27日

学校体育武道指導者指導力向上研修講座（柔道）
学校体育武道指導者指導力向上研修講座（剣道）

8月2日、8月3 講義・実技「柔道指導について、礼法、基本動作、基本となる技、試合・審
日
判法、安全対策」
8月2日、8月3 講義・実技「剣道指導について、礼法、基本動作、基本打ち、基本となる
日

障がいのある児童生徒のための体育指導研修講座①（知的）

8月18日

障がいのある児童生徒のための体育指導研修講座②（肢体）

8月25日

技、基本稽古 試合・審判法、安全対策」
講義・実技「障がいのある児童生徒のための体育指導の基礎・基本」～知的
障がい部門～
講義・実技「障がいのある児童生徒のための体育指導の基礎・基本」～肢体
不自由部門～
講義・実技「体つくり運動系」

小学校体育実技研修講座①

7月9日

小学校体育実技研修講座②

8月5日

小学校体育実技研修講座③

8月27日

小学校体育実技研修講座④

10月15日

小学校体育実技研修講座⑤

10月22日

小学校体育実技研修講座⑥

11月5日

中学校・高等学校等体育実技研修講座①

9月15日

講義・実技「領域未定」

25

中・高・中等・特

中学校・高等学校等体育実技研修講座②

9月15日

講義・実技「領域未定」

25

中・高・中等・特

中学校・高等学校等体育実技研修講座③

10月6日

講義・実技「領域未定」

25

中・高・中等・特

中学校・高等学校等体育実技研修講座④

10月6日

講義・実技「領域未定」

25

中・高・中等・特

90

小・中・高・中等・特

特別支援教育研修講座１～知的障害教育における指導と支援～

8月5日

※基本的な体育指導に係る内容です。
講義・実技「表現運動系」
※基本的な体育指導に係る内容です。
講義・実技「陸上運動系」
※基本的な体育指導に係る内容です。
講義・実技「ボール運動系（ネット型）」
※基本的な体育指導に係る内容です。
講義・実技「ボール運動系（ベースボール型）」
※基本的な体育指導に係る内容です。
講義・実技「ボール運動系（ゴール型）」
※基本的な体育指導に係る内容です。

講義・実践報告「知的障害教育における指導実践１」
講義・実践報告「知的障害教育における指導実践２」

2

特別支援教育研修講座２～肢体不自由教育における指導と支援～

8月5日

特別支援教育研修講座３～重度・重複障害児の呼吸と姿勢～

8月4日

特別支援教育研修講座４～教材・支援機器等を活用した指導実践～

特別支援教育研修講座５～音楽～

8月4日

8月26日

特別支援学級研修講座～特別支援学級における指導と支援～
「伝え合う力」を高める研修講座

8月4日
8月10日

講義・実践報告「肢体不自由教育における指導実践１」
講義・実践報告「肢体不自由教育における指導実践２」
講義「重度・重複障害児の呼吸と姿勢」
講義・実践報告「特別支援教育における教材・支援機器の活用」
講義・実践報告「特別支援教育における支援機器を活用した指導実践」
講義・演習「音楽療法の視点から考える特別支援教育における音楽の授業づ
くりについて」
講義・演習「音楽療法の視点を取り入れた器楽活動や身体表現活動につい
て」
実践報告・協議「小学校特別支援学級の指導実践」
実践報告・協議「中学校特別支援学級の指導実践」
講義・演習「コミュニケーション研修」

80

小・中・高・中等・特

80

小・中・高・中等・特

90

小・中・高・中等・特

90

小・中・高・中等・特

30

小・中・高・中等・特

25

小・中・高・中等・
特・他

講義「ＥＳＤの視点に立った学習指導」
体験を通して学ぶ環境教育

9月3日

講義・実習「なぎさの自然保全と体験学習」

24

小・中・高・中等・特

45

小・中・高・中等・特

講義・ワークショップ「シナリオワークショップで考える地球温暖化対策」
講義「ＳＤＧｓについて」
ＳＤＧｓの理解を深める研修講座～企業の取組に学ぶ～

8月16日

講義「ＳＤＧｓ達成に向けた東京ガスグループの取組」
協議「ＳＤＧｓの視点からの授業づくり」

教育課題解決のための研修
グローバル人材の育成研修講座

7月27日

講義・演習「グローバル時代の教育、その基本的考え方と実践方法」

40

小・中・高・中等・特

豊かな人間関係づくり研修講座

7月26日

講義・演習「児童・生徒が育ち合う人間関係づくり」

40

小・中・高・中等・特

30

小・中・高・中等・特

40

小・中・高・中等・特

40

小・中・高・中等・特

37

小・中・高・中等・特

200

中・高・中等・特・他

200

中・高・中等・特・他

講義「ＪＩＣＡ事業説明および開発教育支援事業について」
国際教育研修講座

8月24日

実践報告「国際教育の授業実践」
ワークショップ「授業で活用できる国際教育・開発教育教材の紹介と体験
ワークショップ」

日本語指導研修講座

7月27日

情報セキュリティ研修講座

8月4日

学校における安全対策研修講座

6月6日

部活動指導者研修講座①

7月2日

部活動指導者研修講座②

11月27日

部活動担当教諭研修講座

5月20日

心と体の健康教育研修講座

11月25日

講義・演習「情報セキュリティ」
講義・実習「学校教諭自身の心肺蘇生・ＡＥＤ訓練と学校教諭による救命教
育」
講義「学校教育活動としての部活動の意義と指導者の責任について」
講義・協議「部活動の現状と課題」
講義「学校教育活動としての部活動の意義と指導者の責任について」
講義・協議「部活動の現状と課題」
講義・演習

部活動の指導体制の充実を図り、生徒の能力を引き出し、生徒

の主体的な活動を促すことができる指導者を育成する内容
講義・協議「子ども達の心と体に係る健康問題を解決するために今求められ
ていること～性的マイノリティに係る支援を通して～」
柔道の指導について、礼法、基本動作、基本となる技、講道館

4日、8月19日 投げの形、昇段審査（初段～五段）、安全対策

少年非行への対応研修講座～衝動のコントロールが困難な子どもの理解
こころ

課題」

7月26日、8月 講義・実技

学校体育武道実技認定研修講座（３日間）ー柔道ー

と対応～
いじめ問題への対応研修講座～からだ

講義・演習「外国につながりのある児童・生徒に対する日本語指導の現状と

ことば

準当事者意識

を高めるために～
不登校への対応研修講座～「その人らしい発達」につなげるきっかけづ
くり～

児童・生徒の問題行動等未然防止研修講座①

8月18日
7月25日
7月26日

7月27日

講義・演習「少年非行への対応～衝動のコントロールが困難な子どもの理解
と対応～」
講義・演習「いじめをしない

させない

許さない

学校」をつくるために

講義・演習「不登校への対応～『その人らしい発達』につなげるきっかけづ
くり～」
見学「施設見学及び説明」
講義「久里浜少年院で行われている矯正教育について」
協議「久里浜少年院教官から見た学校教育における児童・生徒指導について

41

中

50

小・中・高・中等・特

30

中・高・中等・特・他

200

小・中・高・中等・特

80

小・中・高・中等・特

50

小・中・高・中等・特

10

小・中・高・中等・特

10

小・中・高・中等・特

30

小・中・高・中等・特

30

小・中・高・中等・特

100

小・中・高・中等・特

の協議」
見学「施設見学及び説明」
児童・生徒の問題行動等未然防止研修講座②

8月4日

講義「久里浜少年院で行われている矯正教育について」
協議「久里浜少年院教官から見た学校教育における児童・生徒指導について
の協議」
講義「災害の実際について」
講義「児童・生徒ができる防災・減災について」

防災教育研修講座①（赤十字救急法研修講座の内容含む）

7月27日

講義「学校教育における防災教育のバリエーションについて」（映像教材の
視聴を含む）
演習「防災教育グループディスカッション」
講義「災害の実際について」
講義「児童・生徒ができる防災・減災について」

防災教育研修講座②（赤十字救急法研修講座の内容含む）

7月27日

講義「学校教育における防災教育のバリエーションについて」（映像教材の
視聴を含む）
演習「防災教育グループディスカッション」
講演「聴覚障害の理解を深める、神奈川県手話言語条例について」

教職員対象手話講演会

12月5日

実践報告「学校における手話教育」
演習「手話に親しみ、コミュニケーションをとるために必要なこと」

3

講義「学校における食育の重要性」
学校における食育推進研修講座

10月27日

栄養教諭・学校栄養職員研修講座

10月4日

健康相談等研修講座

7月26日

200

実践報告「学校における食育の取組事例」
協議「学校における食育の取組についての協議」
講義「学校給食実施基準の改定のポイントと活用」

200

講義「自己管理能力を育む食育」
講義「健康相談とＳＳＷの役割」
講義「児童虐待と児童相談所の役割について」
報告「令和３年度健康教育指導者養成研修健康コース

受講報告」

20

小・中・高・中等・
特・他
小・中・中等・特

小・中・高・中等・
特・他

講義・演習「若者の自殺対策のためにできること」
学校保健研修講座

9月22日

講義・協議「ICT教育の推進と子どもの目の健康（仮）」

100

小・中・高・中等・特
小・中・高・中等・

食物アレルギー・緊急時対応研修会１

7月8日

講義・実習「アレルギーの基礎知識と緊急時のエピペン対応」

300

食物アレルギー・緊急時対応研修会２

11月14日

講義・実習「アレルギーの基礎知識と緊急時のエピペン対応」

300

性に関する指導・エイズ・性感染症予防教育等研修講座

12月13日

講義「これからの性教育～学校に求められること～」

200

小・中・高・中等・特

幼保こ小連携研修講座

12月19日

250

他

幼保合同研修講座

10月24日

300

他

60

他

200

他

実践発表「研究校による実践発表」
講義・協議「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を目指して」
講義「保育機関の役割」「乳幼児理解」
講義A

公私立幼稚園・こども園就学前教育相談コーディネーターフォローアッ
プ研修講座

8月12日（机上 講義B
研修掲載開

講義C

特・他
小・中・高・中等・
特・他

ヒューマンサービス論、ソーシャルワーク論
障害者をとりまく社会的な支援
児童虐待への対応

始）、9月1日 講義「園内のコーディネーターの役割等について」
講義・演習「支援シートの活用について」
講義「幼児の主体的な活動を通して、学びに向かう力を育てる」

全県幼稚園教育課程研修講座

8月26日

児童・生徒の犯罪被害防止教育研修講座

9月30日

講義・演習「児童・生徒の犯罪被害防止」

8月15日

講義「発達障害のある子どもの理解と支援」

協議「幼児の主体的な活動を通して、学びに向かう力を育てる」

25

小・中・高・中等・特

支援教育推進のための研修
【インクルーシブ教育ステップアップ研修講座１】発達障害のある子ど
もの理解と支援
【インクルーシブ教育ステップアップ研修講座２】多様な学び方をする
子どもへの学習支援
精神科医による思春期・青年期のメンタルヘルス研修講座～子どもたち
の心のサインを受け止めよう～

8月18日

8月9日

通級指導教室担当教員キャリアアップ研修講座１（言語）

7月29日

通級指導教室担当教員キャリアアップ研修講座２（情緒）

7月29日

インクルーシブ教育推進基礎研修講座１

8月5日

インクルーシブ教育推進基礎研修講座２

8月16日

講義「多様な学び方をする子どもへの学習支援～通常の学級でユニバーサル
デザインの視点をいかす～」
講義・演習「精神科医による思春期・青年期のメンタルヘルス～子どもたち
の心のサインを受け止めよう～」
講義・演習「言語障害のある児童・生徒の実態と指導の充実～読み書きに困
難さのある子どものアセスメントと指導～」
講義・演習「発達障害のある児童・生徒の行動理解と成長を促す支援の在り
方」
講義・演習「インクルーシブ教育ってなんだろう？一人ひとりにできるこ
と」
講義・演習「インクルーシブ教育ってなんだろう？一人ひとりにできるこ
と」

280

小・中・高・中等・
特・他

200

小・中・高・中等・特

200

小・中・高・中等・特

80

小・中・高・特

80

小・中・高・特

45
81

小・中・高・中等・
特・他
小・中・高・中等・
特・他

組織マネジメント力向上のための研修
スタッフ・マネジメント力向上研修講座

8月3日

ファシリテーションスキル向上研修講座（基本）

8月5日

ファシリテーションスキル向上研修講座（実践）

8月25日

講義・演習「メンタリングを学ぶ」
講義・演習「組織におけるファシリテーターの役割とファシリテーション技
術の修得」
講義・演習「ファシリテーションスキルの向上を目指した演習」

20
42
24

幼・小・中・高・中
等・特・他
幼・小・中・高・中
等・特・他
幼・小・中・高・中
等・特

管理職マネジメント研修
学校経営課題研修講座～現在の教育課題（不当要求から子ども達を守る
ために）～

8月1日

講話「児童・生徒指導等と警察連携」
講義・演習「教育現場における不当要求の法的問題」

20

小・中・高・中等・特

連携大学が主催する研修講座
＜横浜国立大学教育学部附属教育デザインセンター主催＞
７月下旬～８

非常勤講師等研修会

月のうち１日

講義・演習「未定」

未定

小・中・高・中等・特
（非常勤及び臨任）

（横浜国立大学教育学部附属特別支援学校）夏季公開講座１

7月25日

講義・演習「知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり（仮題）」

60

小・中・高・中等・特

（横浜国立大学教育学部附属特別支援学校）夏季公開講座２

7月26日

講義・演習「発達のつまずきから読み解く支援アプローチ（仮題）」

60

小・中・高・中等・特

令和４年度横浜国立大学教育学部附属特別支援学校

1月28日

調整中

小・中・高・中等・特

公開研究協議会

公開授業・研究協議会等『特別支援学校における授業成果の「見える化」』
（仮題）

4

＜文教大学主催＞
「英語教育指導法」研修講座

8月16日

講義・ワークショップ「学習指導要領の趣旨を実現するための英語の授業づ

50

くり」

中・高・中等・特の英
語科担当教員

《研修テーマ》
「キャリア教育の視点（食育・職育）を踏まえた『主体的・対話的で深い学
び』と『探究の時間』の在り方Ver.6」
2022年度

文教大学高大連携（教員間交流プログラム）

「キャリア教育の視点（食育・職育）を踏まえた『主体的・対話的で深

【講演会】
8月22日

い学び』と『探求の時間』の在り方Ver.6」研修講座【午前開催】

「キャリア形成・学びを図るこころとからだの健康づくりについてのキャリ

200

小・中・高・中等・特

200

小・中・高・中等・特

100

中・高

ア教育的（食育・職育）な指導方略」（仮）
【討論会】
「キャリア教育の視点（食育・職育）を踏まえた『主体的・対話的で深い学
び』と『探究の時間』の在り方」
《研修テーマ》
「キャリア教育の視点（職育・食育）を踏まえた新たなる『リーダーシップ

2022年度

教育』の在り方Ver.5」～望ましい勤労観・職業観を培うキャリア教育及び

文教大学高大連携（教員間交流プログラム）

「キャリア教育の視点（職育・食育）を踏まえた新たなる『リーダー
シップ教育』の在り方Ver.5』研修講座【午後開催】

人材育成について～
8月22日

【講演会】テーマ「これからの社会が求めるリーダーシップ教育の推進と展
望Ver.5」（仮）
【討論会】テーマ「キャリア教育の視点（職育・食育）を踏まえた望ましい
勤労観・職業観を培うキャリア教育及び人材育成」

＜相模女子大学主催＞
《研修テーマ》
『生きる力を育む探求型学習と最新のキャリア教育のつながり』
2022年度

相模女子大学高大連携（教員間交流イベント）

『生きる力を育む探求型学習と最新のキャリア教育のつながりVol1』研

【講演会】テーマ「高校生、大学生が身につけるべき社会人基礎力とは」
8月18日

修講座

（仮題）
【パネルディスカッション】『多様な探求型授業の実践と高大連携の可能
性』（仮題）
【学生発表】テーマ『アクティブラーニングによる自己成長』

＜神奈川大学主催＞

第１６回神奈川大学高大連携協議会フォーラム

12月2日

【テーマ】調整中

15

小・中・高・中等・特

≪指定研修≫
※職務や職責に基づき、当該の教職員が必ず受講する研修です。

教職経験に応じた基本研修
ファーストキャリアステージ研修
初任者研修講座

新採用養護教諭研修講座

１年経験者研修講座

養護教諭１年経験者研修講座

２年経験者研修講座

養護教諭２年経験者研修講座

新任栄養教諭研修講座

新規採用教員研修講座（幼稚園）

幼・小・中・高
中等・特

栄養教諭２年経験者研修講座

キャリアアップステージ研修
５年経験者研修講座
中堅教諭等資質向上研修講座

養護教諭５年経験者研修講座
中堅自立活動教諭等資質向上研修講座

栄養教諭５年経験者研修講座
中堅養護教諭等資質向上研修講座

幼・小・中・高

中堅栄養教諭等資質向上研修講座

中等・特

中堅教諭等資質向上研修講座（幼稚園）
15年経験者研修講座

養護教諭15年経験者研修講座

25年経験者研修講座

養護教諭25年経験者研修講座

研修講座名

対象校種等

日付

授業力向上のための研修
外国語指導助手の指導力等向上研修講座

１日目、２日目は個別に調整,11/2,11/14,３日目は調整中

ＪＥＴプログラム参加ＡＬＴ
校内だけでなく地域、ひいては神奈

英語教育中核教員育成研修

4/27,6/6,8/3,8/4,8/5,10/7,11/30,1/6

川県の英語教育の発展に貢献するこ
とに意欲を持ち、学校長の推薦を受
けた者
小学校教員（学校悉皆で３年間で各

英語授業力向上研修（小学校）

8/8

英語授業力向上研修（中学校）

8/10

小学校体育指導法研修講座

7/25,7/26,7/28

小

県立高等学校等保健体育科初任者指導担当者研修講座

5/19

高・中等

小学校を１巡する）
中学校英語科教員（学校悉皆で３年
間で各中学校を１巡する）

5

学校体育指導者研修講座（幼稚園の部）

8/10

幼

学校体育指導者研修講座（小学校の部）（陸上運動系）

6/22

小

学校体育指導者研修講座（小学校の部）（水泳運動系）

6/24

小

学校体育指導者研修講座（小学校の部）（保健）

6/24

小

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（器械運動）

6/22

中・高・中等

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（球技ネット型）

6/22

中・高・中等

学校体育指導者研修講座（中学校・高等学校の部）（ダンス）

6/22

中・高・中等

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（中・高の部）①

6/21

高・中等

体育・保健体育授業に役立つ研修講座（中・高の部）②

10/27

高・中等

学校体育武道指導者指導力向上研修講座(柔道)

8/2,8/3

中

学校体育武道指導者指導力向上研修講座(剣道)

8/2,8/3

中

道徳教育研修講座（小・中学校）

6/15,1/30

地区代表道徳教育推進教師（小・中
学校教員各１名）

信頼確立のための研修
教職員の服務と学校の危機管理に係る研修講座

高等学校・中等教育学校・特別支援

9/27

学校の総括教諭または教諭

教育課題解決のための研修
高等学校・中等教育学校の総括教諭
道徳教育研修講座（高等学校）

または教諭、希望する特別支援学校

9/26

の総括教諭または教諭
幼・こども園・小・中・中等・特・

キャリア教育研修講座

10/28

キャリア・シチズンシップ教育研修講座

10/25

学校における安全対策研修講座

6/6

高・中等・特

体力向上研修集中講座（小学校）

2/8,2/9,2/14,2/15

小

体力向上研修集中講座（中学校）

2/2,2/3

中・中等

教職員対象手話講演会

12/5

県立学校の教諭又は総括教諭

食に関する指導研修講座

6/3

小・中・中等・特の管理職、他

県立学校人権教育スキルアップ研修講座

7/27,8/24

県立学校人権教育研修講座[人権教育担当者等対象]

[掲載期間]11/8～12/9

児童・生徒の犯罪被害防止教育研修講座

9/30

部活動マネジメント研修講座

8/16

高・中等（教員経験概ね５年以内）

部活動担当教諭研修講座

5/20

高・中等

男女共同参画推進のための研修講座

10/12

小・中・高・中等・特

新採用学校栄養職員研修講座

4/14,5/24,6/30,7/15,7/27,8/22,10/4,11/2,12/22,1/26

新採用の学校栄養職員

学校栄養職員２年経験者研修講座

7/15,10/5

学校栄養職員５年経験者研修講座

5/18,6/28,7/15,7/27

学校栄養職員10年経験者研修講座

5/18,6/28,7/20,7/27,8/22,10/4,12/20,1/12

学校栄養職員15年経験者研修講座

5/18,6/28,7/27,1/12

学校栄養職員25年経験者研修講座

5/18,6/28,7/27,1/12

他
高等学校・中等教育学校の総括教諭
または教諭

高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の総括教諭または教諭
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の人権教育担当者等（全課程）
高等学校・中等教育学校は各課程１
名

在籍期間が２年に達した学校栄養職
員
在籍期間が５年に達した学校栄養職
員
在籍期間が10年に達した学校栄養
職員
在籍期間が15年に達した学校栄養
職員
在籍期間が25年に達した学校栄養
職員

支援教育推進のための研修
小・中学校及び特別支援学校（聴覚
通級指導教室新担当教員研修講座１（小・中学校）

5/13,6/10,6/10,8/29,10/28

障害教育部門）の通級指導教室担当
教員のうち新担当の教員
高等学校の通級指導教室担当教員の

通級指導教室新担当教員研修講座２（高等学校）

5/13,6/10,6/10,10/11,12/9

特別支援学級新担当教員研修講座

4/11,教育事務所,教育事務所,12/26

小・中

医療的ケア担当教員等研修講座

4/18,5/11,5/17,6/13

特

進路支援新担当教員研修講座

4/15,5/10,8/23,12/1

特

特別支援学校への人事交流教員研修講座１（小・中学校）

5/20,6/24

特

特別支援学校への人事交流教員研修講座２（小・中学校）

7/26,8/22,2/16

特

特別支援学校への人事交流教員研修講座３（高等学校）

5/20,6/24,7/26,8/22,2/16

特
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うち新担当の教員

教育支援センター担当者研修講座

新任の教育支援センター専任教員、

6/24

希望する各市町村教育委員会担当

組織マネジメント力向上のための研修
新任総括教諭等研修講座（小学校）

[掲載期間]6/8～6/30

小学校の新任総括教諭等

新任総括教諭等研修講座（中学校）

[掲載期間]6/8～6/30

中学校の新任総括教諭等

新任総括教諭等研修講座（県立学校）

[掲載期間] 5/20～6/3,6/20,10/17

高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の新任総括教諭等

学校の実態に応じた実践的な研修
新任指導主事研修講座（県機関）

5/24,［掲載期間］6/1～6/30

新任指導主事

新任指導主事研修講座（市町村教育委員会）

5/24

新任指導主事

教育相談コーディネーターの養成研修
教育相談コーディネーター養成研修講座１（小・中学校）

6/10,6/10,7/7,7/29,8/3,11/25

教育相談コーディネーター養成研修講座２（高等学校）

4/25,5/16,6/16,8/8,9/5,10/11,10/31,12/9

教育相談コーディネーター養成研修講座３（特別支援学校）

6/8,7/6,9/7,10/7,11/11,12/14

小・中学校の総括教諭及び教諭、養
護教諭
高等学校・中等教育学校の総括教諭
及び教諭、養護教諭
特別支援学校の総括教諭及び教諭
（自立活動教諭（専門職）は除く）
教育相談コーディネーター養成研修
講座３（特別支援学校）修了者※
で、地域支援業務を専任として担当

教育相談コーディネータースキルアップ研修講座

5/23,6/27,7/25,9/26,10/24,11/14,受講者と調整,12/19

している総括教諭及び教諭、養護教
諭。※地域支援センター担当者養成
研修講座、支援教育推進者養成研修
講座、スクールサイコロジスト養成
研修講座も含む。
公立小・中学校（政令市を除く）の
教育相談コーディネーター、県内教

ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修

7/25,7/26,8/4,8/5,8/24

育支援センター（政令市を除く）専
任教員、県立高等学校及び県立中等
教育学校の教育相談コーディネー
ター等

管理職マネジメント研修
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校経営力向上研修講座（県立学校）

学校の校長職２年目、３年目の校長

6/13

及び校長職４年目以上の希望者
高等学校・中等教育学校・特別支援

校長研修講座（県立学校）

8/17

新任校長研修講座（小・中学校）

6/6,7/7もしくは7/8のいずれか,10/7,12/1もしくは12/6のいずれか

新任校長研修講座（県立学校）

4/27,6/28,11/28,11/29

新任副校長研修講座（県立学校）

5/30,7/11,11/14,11/15

学校の校長

5/19,6/24もしくは7/1または7/4のいずれか,9/9,12/12もしくは12/13ま

新任教頭研修講座（小・中学校）

たは12/14のいずれか

小学校・中学校の新任校長
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の新任校長
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の新任副校長
小学校・中学校の新任教頭
高等学校・中等教育学校・特別支援

新任教頭研修講座（県立学校）

4/18,6/15,6/16,12/5

学校防災に係る研修講座

6/1

教頭候補者研修講座（市町村立学校）

調整中

市町村立学校の教頭候補者

教頭候補者研修講座（県立学校）

調整中

県立学校の教頭候補者

県立学校人権教育研修講座[校長対象]

[掲載期間]7/25～8/31

県立学校人権教育研修講座[副校長・教頭対象]

[掲載期間]7/25～8/31

学校の新任教頭
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の副校長または教頭

高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の校長
高等学校・中等教育学校・特別支援
学校の副校長・教頭（全課程）

県立学校の臨時的任用職員を対象とした研修
県立学校臨時的任用職員研修講座（高等学校・中等教育学校

教諭）

3/31,4/26

高・中等

県立学校臨時的任用職員研修講座（高等学校・中等教育学校

養護教諭）

3/31,4/26

高・中等

県立学校臨時的任用職員研修講座（特別支援学校

教諭）

3/31,4/26

特

県立学校臨時的任用職員研修講座（特別支援学校

養護教諭）

3/31,4/26

特
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≪県民を対象とした研修≫
県民を対象とした研修
かながわティーチャーズデイ

小・中・高・中等・特・他

8月19日

≪自己研鑽のための研修の受講申込みについて≫
［申込受付］
・６月１日(水)16：00から受付を開始します。
・申込締切日は、当センターのホームページで御確認ください。
・受付開始後の申込受付の状況は、当センターホームページで確認できます.（申込みを締め切った講座等を掲載します.）
※申込み多数により受講ができない場合にのみ校長へ連絡します。受講可能の場合には連絡しません。
［研修用サイトによる申込み］

神奈川県立総合教育センター

・「自己研鑽のための研修」のページから申し込む講座を選択してください。
・研修用サイトではユーザ登録が必要です。（基本研修の受講等ですでに登録している場合は不要です。）
・申込みには、各学校に通知されている登録キーが必要です。

「自己研鑽のための研修」のページ
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/eductr/kenshu/jikokensan.html

※詳しい内容や申込方法は、当センターホームページを御覧ください。

≪研修の受講について≫
［当日の研修会場］
・各研修講座案内のページの会場欄に、当日の研修会場が記載されています。
・総合教育センターで開催する講座については、研修講座当日、入口付近に研修会場等を表示します。
［その他、注意事項］
・自家用車またはオートバイでの来所は原則禁止です。
・敷地内終日全面禁煙です。御協力をお願いします。また、歩道など路上での喫煙についても、歩行者や近隣住民の方の御迷惑となりますので、御遠慮ください。
・研修講座の日程・会場・講師等は、都合により変更する場合があります。最新の状態は当センターホームページ上で御確認ください。
・研修の実施について緊急の連絡が必要となった場合、総合教育センターホームページ上にある「緊急連絡掲示板」にその内容を掲載しますので、事前に御確認ください。

≪問合せ先≫
各研修講座案内のページの問合せ先欄に、担当課・班の連絡先が記載されています。
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