研修会
番号

１

研修会名

研修会内容・講師等

日程

素養・キャリアステージ
平成２６年より日本数学教育学会の会長を務めている藤井斉亮先生をお招き

101 特別研修会Ⅰ

6/23(火）

102 特別研修会Ⅱ

2/18(木)

104 新校長研修会

4/23(木) PM
て，学校経営の基本と特色ある学校づくりについて学ぶ研修です。10/8(木)は
7/28(火) 終日 フォロー研修を予定しています。

105

5/19(火）
8/19(水）

PM
育施策、教育法規等を学びます。また、2日目には、山梨県の教育委員との情
AM 報交換の場も設けられており、管理職としての意識を高めます。

4/21(火)
10/1(木)

PM ぶ研修です。

4/14(火)
2/2(火)

PM め，各学校のネットワーク担当者及びＰＣリーダーの技能向上を図る研修で

108 研修会

7/16(木)

PM トの管理運用方法の再確認と相談支援を行い，ＰＣリーダーの育成と技能向上

109 理科・視聴覚実習助手/講師研修会

5/27(水)
終日 る資質・能力の向上を図る研修会です。１日目は理科関係，２日目は情報視聴
10/13(火)
覚関係となります。

110 新採用県立学校実習助手研修会

4/23(木）
随時

PM 講話をとおして，産業教育や理科観察・実験について学ぶ研修です。

111

4/23(木)

PM 等についての情報交換を行います。必修研修ですが，再任用の先生方は希望者

いてお話をいただきます。
教育に関して造詣が深い方をお招きし，山梨の子供や先生，教育に期待される

PM ことなどを伺えるような講演会です。

校長の職務と関係法規，危機管理，学校組織マネジメント等の講義をとおし

新教頭研修会

106 新主幹教諭研修会
107

PM し，ご専門の算数・数学教育を中心に，今，求められている教育のあり方につ

県立学校ネットワーク担当者及び
ＰＣリーダー研修会
県立学校PCリーダーフォローアップ

新任の教頭先生方を対象とし、経験のある先輩方からの心構えや、山梨県の教

新主幹教諭を対象に，実務的な内容に加えそのために必要となる関係法規を学
県立学校ハイユースパソコンやハイユースネットの管理運用について理解を深
す。
研修番号107を補完する形で，県立学校ハイユースパソコンやハイユースネッ
を図る研修です。
理科・情報視聴覚の専門的な知識及び技術を修得し，理科・情報視聴覚に関す

管理主事による実習助手の職務や服務に関する講義，現職実習講師による体験
新期間採用教諭を対象に，教職を取り巻く法規を学ぶとともに，学習指導方法

新期間採用教員研修会

のみ受講してください。

5/1(金)
6/4(火)

112 期間採用研修会

期間採用教諭を対象に，法規や学習指導方法および山梨県の教育施策等を学び

PM ます。新期間採用教諭も受講は可能です。

山梨県公立学校教諭として本年度新採用者対象の研修です。それぞれの所属校
で行われる校内研修と教育センターなどで行われる校外研修があります。採用
前の職歴等により，免除となっている研修もあります。

初任者研修

山梨県での採用６年目の教員が対象の研修です。（他県で採用されていた場合

6/12(金）
は，担当者に問い合わせをしてください）
終日 自分の実践や教員の仕事について振り返り，中堅教諭として必要な知識と素養
随時

2000 五年経験者研修

を身に付ける研修です。
山梨県公立学校教諭としての採用日からの年数が10年に達した者が対象となり
ます。必修研修は中堅研修の対象となった年度の４月１日から５年以内に受講
してください。所属校研修は，対象者となった日から原則として１年以内に
行ってください。

中堅教諭等資質向上研修

リーダー研修
4001 研修会
リーダー研修

教職としての素養を学ぶ

4002 研修会

キャリア教育を学ぶ

リーダー研修
4003 学ぶ研修会

学校運営－教育課程を

リーダー研修
4004 学ぶ研修会

学校運営－連携・協働を

8/18(火）

PM

7/27(月）

PM 瞰してみることができる力を身に付けることができる研修です。

AM

8/18(火）

AM

「主任」と呼ばれる立場に立った時、自分はどのように振舞えばよいのか考え
ることになると思います。本研修会では、リーダーの類型から動き方までを解
説するとともに、校内・校外での連携や協働を構築する方法を探ります。
また、特に教師の「働き方改革」についても学びます。

4/21(火)

PM 学ぶことにより，教務の仕事について理解を深める研修会となります。

7/27(月）

教務の仕事について

リーダー研修

生徒指導の仕事について 5/28(木）
7/31(金）

リーダー研修

校内リーダーと学年運営

4006 学ぶ研修会

4007 について学ぶ研修会 (YeL必須）

何のためにキャリアパスポートに取り組むのか。学校全体のキャリア教育を俯

新学習指導要領はどこから来たのか、国や県の教育施策の本当の狙いは何なの
かといった根本的なことを学ぶことにより、日々の教育活動の改善を図ること
ができます。自身の考えを論文にまとめてみることによって、判っているこ
と・判らないことをはっきりさせてみましょう。

リーダー研修

4005 学ぶ研修会

教師の仕事って何だろう？忙しい毎日ですが，ちょっと立ち止まって考えてみ
ましょう。明日からまた子供たちと一緒に笑顔で頑張ろう!と思える研修会で
す。
講師は，日本大学文理学部教授 広田照幸先生です。

5/21(木)
7/2(木)

4008新教務主任研修会と同じ内容の研修会です。教務主任の職務や役割などを

PM 生徒指導と学習指導は学校教育を支える両輪です。子どもたちを成長させる最
AM 新の生徒指導論について学びましょう。
学年主任や学部主事になったとき，何をどうすれば良いのでしょうか。学年・

PM 学部主任経験者を講師に迎え，基本的な心構えから学年経営計画の作り方ま
で，そのノウハウを学びます。

4008 リーダー研修 新教務主任研修会

新しく教務主任になった先生方を対象に，教務主任の職務や役割，教育課程の

4/21(火）

PM 編成・教育計画及び学校運営の在り方について理解を深める研修会です。

生徒指導主事（主任）の役割は，チーム学校を推進する上で重要です。一方

リーダー研修

新生徒指導主事・主任

5/28(木）
7/31(金）

PM
で，小中高特別支援それぞれの生徒指導のあり方は異なります。今年度は，校
AM 種別に生徒指導について学びます。

リーダー研修

中高特

5/21(木)
7/2(木）

PM 学部主任経験者を講師に迎え，基本的な心構えから学年経営計画の作り方ま

201 働かせた国語科授業改善研修会

7/31(金）

PM 講義と演習をとおして，日頃の授業のブラッシュアップにつなげる研修です。

203 小 国語科授業力アップ研修会

7/31(金）

AM をとおして学ぶ研修です。全学年対象で，系統的に指導していく意識を大切に

204 中 国語科授業力アップ研修会

7/29(水）

4009 研修会

新学年主任･

4010 新学部主事研修会（YeL必須）
２

専門性

で，そのノウハウを学びます。

学習指導

小中

高

学年主任や学部主事になったとき，何をどうすれば良いのでしょうか。学年・

言葉による見方・考え方を

言葉による見方・考え方を働かせた

205 国語科授業改善研修会
小中

国語科論理的思考力を高める

中高

国語科論理的思考力を高める

206 研修会

文科省教科調査官による，最新の情報を含めた指導と評価についての具体的な

全国学力・学習状況調査の結果分析を生かした授業改善について，講義・演習
しながら，国語への苦手意識の克服に繋げます！
学力調査結果の分析を生かした授業改善について，講義・演習をとおして受講

AM 者自身が『主体的・対話的で深い学び」を体験します。２学期からの授業づく
りのヒントが得られます。
文科省教科調査官による講義と演習をとおして，国語科教育における最新の指

8/5(水） 終日 導法を学ぶ研修です。

論理的思考力を育てるために，言語活動を効果的に取り入れた授業づくりにつ

8/7(金）

AM いて，大学教授から学ぶ研修です。

8/20(木）

AM て，大学教授から学ぶ研修です。

208 中高 国語科授業づくり研修会

8/19(水）

AM 授業改善のヒントが詰まっています。発表者・参加者を含めた協議からも学び

209 書く楽しさを実感できる書写指導研修会

日頃難しさを感じている書写指導について，学習指導要領に基づいたわかりや
8/7(金） 終日 すく必要性のある講義と，講義を踏まえた丁寧な実技指導で不安を解消し指導
に生かしたくなる研修です。（毎年受講者の満足度もとても高いです!）

207 研修会

211 小 社会科授業づくり研修会【基礎】

小

社会科授業力アップ（公民・歴史的

212 分野）研修会【応用】

213 中 社会科授業づくり研修会【基礎】

中

社会科授業力アップ研修会

214 【応用】
高

新学習指導要領実施に向け，論理的思考力を高める国語科の授業づくりについ
明日からの授業づくりに生かしたくなる！

現職教員による授業実践事例には

を深めます。

小学校社会科の学習指導要領はこうやって読むのか！学習指導要領の内容を理
解するとこんなに授業を具体的にイメージできるのか！社会科の授業をつくっ
てみたくなること間違いなし！小学校社会科の授業の組み立て方を基礎から学
ぶことができる研修です。

8/7(金）

AM

8/7(金）

PM 211の研修会を受けて，公民・歴史的分野の具体的な実践例に触れ，自分だっ

これまで小学校社会科の具体的な授業実践を見たことがありますか？今年度は
たら今後どのような実践ができるのか考えることができる研修です。
「社会科授業＝暗記」になってしまいがち…そのような課題を解決するヒント
を見つけ出してみませんか？中学校社会科の公民的分野における「単元を見通
した授業づくり」について学び，実際に指導計画を立てることができる研修で
す。

8/6(木）

AM

8/6(木）

PM か？大学教授の指導助言を受けながら，213で組み立てた中学校社会科の公民

本時の授業だけでなく，どれくらい指導計画を吟味したことがあるでしょう
的分野における単元を協働的に吟味することができる研修です。

地歴・公民科授業づくり研修会

215 【基礎】

最新の研究成果に基づきながら，高等学校地歴科，公民科の授業づくりの考え

8/3(月）

AM 方を学び，授業づくりのアイデア力が高まる研修会です。

216 アップ研修会【応用】

8/3(月）

PM 力を高める研修会です。

221 小特 算数科授業づくり研修会

7/29(水）

PM の活用方法にも触れます。

222 小特 算数科授業力アップ研修会

7/29(水）

AM ます。

223 中高特 数学科授業づくり研修会

7/27(月）

AM 資質・能力や評価方法等に関する講義をとおして，新学習指導要領に基づく授

224

7/27(月）

高 地歴・公民科 公民的分野授業力

新しい学習指導要領に沿った公民科のあり方について学び，公民的分野の授業
教材研究から授業づくりへつなぐヒントを学びます。学習ソフト（Geogebra）
問題づくりを通して，今，求められている資質・能力，授業改善について学び
大学准教授を講師にお招きして，中学校・高等学校数学科において育成すべき
業づくりや問題作成のねらいについて学びます。
大学准教授を講師にお招きして，中学校・高等学校数学科において育成すべき

中高特

数学科授業力アップ研修会

225 中高特 数学科ソフト活用研修会

PM 思考力・判断力に関する講義とグループワークによる問題作成を通して，新学
習指導要領に基づく授業づくりについて学びます。
学習ソフト（Geogebra）を効果的に活用している現職教員を講師に迎え，中

8/3(月） 終日 学・高等学校数学の教材に関する講義・演習をとおして，学習ソフトの基礎的
な活用方法について学ぶ研修です。

226 高 数学科公開授業研修会
小

経験３年目教員理科指導力アップ

主体的・対話的で深い学び，ICTの活用などの授業を実際に参観し，その手法

随時

PM や在り方について他校の先生方と協議し，情報共有を図りながら，授業改善に
役立てる研修です。
小学校採用３年目教員を対象にした悉皆研修です。観察・実験の基礎知識や器

231 研修会

7/27(月）
終日 具操作方法等に関する講義・演習をとおして，基礎的な観察・実験の在り方
8/18(火）
を，様々な立場の講師から学ぶ研修です。

232 中高 理科授業づくり研修会

7/30(木） 終日 して授業案づくりまで。理科教育の最先端について，講師による丁寧な解説と

理科教員ステップアップ（先端科学）

新学習指導要領本格実施まであとわずか。改訂のポイント・評価の改善点，そ
演習により学びます。
物理・化学・生物・地学，それぞれの分野の専門家をお招きし，自然科学の最

233 研修会

8/6(木）

234 野外観察研修会

8/3(月） 終日 しい子供たちから興味関心を引き出す指導方法を，県内屈指の講師の下で楽し

小特

235 研修会

理科観察・実験と授業力アップ

中高特

236 研修会

PM 先端研究について理解を深め，指導力の向上を図る研修会となります。

生物分野の野外研修を行います。自然とのふれあい・観察を通じて実体験の乏
く学びます。
小学校理科の観察や実験の知識等に関する講義・演習をとおして，観察の在り

8/7(金） 終日 方や理科実験の方法等について学ぶ研修です。経験豊かな講師による実践的な
研修内容です。

理科観察・実験と授業力アップ

午前中は，普段なかなか学べない地学分野の実験・実習をベテラン講師が指導

8/20(木） 終日 します。午後は，県内中高の教師が講師となり，興味関心を引き出す実験・実
習を紹介します。
豊富な実践事例に触れながら，新学習指導要領を踏まえた生活科の授業の在り

237 生活科授業力アップ研修会

7/28(火）

PM 方について学びます。

241 リトミック研修会

7/7(火）
7/14(火）

PM を受けてみませんか？そして，明日からの授業に取り入れてみましょう。きっ

242 リコーダー研修会

7/29(水）

AM まう曲等の紹介や，リコーダーの豆知識などを学ぶことができます。そして，

リトミックとは？？？とりあえず，全国的に著名な杉山智恵子先生のレッスン
と子供たちの笑顔につながります。
ソプラノリコーダー指導導入時に「シ」が吹ければ，楽しく曲を演奏できてし
心が豊かになる講師のリコーダー演奏のおまけ付き。
「楽しくなければ音楽じゃない」だけど「楽しいだけでも音楽じゃない」とい
う加藤幸平先生のお考えのもと笑い声あふれる研修会。こんな授業ができたら
な。しかし楽しいばかりの研修会ではありません。随所に新学習指導要領がち
りばめられているんです。

243 音楽科授業づくり研修会

8/6(木）

PM

244 音楽科授業力アップ研修会

8/20(木）

PM たくさんの具体的な事例を交えてのお話は昨年度も大好評でした！

245 楽しい音楽表現研修会

8/18(火） 終日 沢先生についていきましょう！毎年，研修会を受講された先生井方は笑顔でお

246 図工・美術表現活動研修会

7/27(月）

247 図工・美術鑑賞活動研修会

8/7(金） 終日 になります。２学期から活用したくなる研修です。

248 図工・美術教材作成研修会

8/18(火）

251 小特 体育実技指導力アップ研修会

7/27(月） 終日 指導法を実際に体を動かしながら児童目線で楽しく学ぶ研修です。

252 中高特 体育実技指導力アップ研修会

8/18(火)
山梨学院大学を会場に，「わかる」「できる」体育授業を展開するための各種
終日 指導法を実際に体を動かしながら体験し，専門性を高める研修です。
8/19(水)

253 保健教育指導力アップ研修会

8/6(木） 終日 保健教育の意義・重要性を深く理解し，その指導方法を学ぶ研修です。

大人気の文科省音楽科調査官のお話をきけるチャンスです。学校現場目線で，

本センターで長年御指導いただいている唐沢史比古先生。子供になりきって唐
帰りになります。
知識や理論だけでなく，実習を通して体験的な理解につなげられます。様々な

AM 視点で図工・美術の指導法や授業づくりに気づくことができる毎年高評価の研
修です。
対話的な鑑賞方法を実践することにより，新しい視点で作品を鑑賞できるよう

今年度は講師が代わり教員養成系の専門家から，子供たちが楽しめるような授

AM 業づくりや教科横断的な視点での造形活動について学べます！

山梨学院大学を会場に，「わかる」「できる」体育授業を展開するための各種

県の畜産酪農技術センター，水産技術センターを会場に，動物の飼育及び水産

256

中 技術分野生物育成指導力アップ
研修会

7/27(月） 終日 生物の栽培の管理作業や育成環境を調節する技術について講義と体験を通して

257

中

8/7(金）

学びます。
具体的な「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ」の制作を通し

技術分野情報指導力アップ研修会

PM て,「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ」に関する理解と技
能の向上を図ります。

小家庭科

学習指導要領に基づく

小家庭科

衣生活・住生活における実習

258 授業づくり研修会
259 基礎研修会
中家庭分野

新学習指導要領に基づく

中家庭分野

新学習指導要領に基づく

260 授業づくり研修会

261 調理実験・実習研修会

自校の強みを生かしたＲ３年度の年間指導計画をここで作成！指導計画や評価

7/28(火）

PM についてのいろはも学べます！

7/28(火）

AM とを学び，授業で実践できるようにします！

8/7(金）

PM についてのいろはも学べます！

8/7(金）

AM め，授業で実践できるようにします！

授業に直結！ＩＣＴの効果的な活用や簡易実験を通して根拠について考えるこ
自校の強みを生かしたＲ３年度の年間指導計画をここで作成！指導計画や評価
「蒸す」と「ゆでる」「いためる」違いは？

実験や実習を通して理解を深

高

家庭科調理実習と消費生活領域の

高

家庭科住居領域と被服実習の授業力

262 授業力アップ研修会
263 アップ研修会
小中高

家庭科調理実習指導

小中高

家庭科被服実習指導

264 スキルアップ研修会

フードデザインで実践できる中華のおもてなし調理や主権者教育を踏まえた消

8/4(火） 終日 費者教育やSDGｓの先進的事例について学べます！

新学習指導要領を踏まえ，地域の生活者の視点の防災教育について学べます。

8/5(水） 終日 ショートパンツの製作を通して，被服製作の楽しさを感得しましょう！

調理科学に基づいた理論を学び，校種を超えた班編成による基礎を押さえた調

8/19(水）

AM 理実習は情報交換が行え，毎年好評です！

265 スキルアップ研修会

8/19(水）

PM 製作と内容も充実しており，即授業に生かせます。

271 小中高外国語教育連携研修会

8/6(木） 終日 て学ぶことができます。小学校外国語教育の本格スタートの年。中学校，県立

272

文部科学省視学官

直山綿木子先生から外国語教育の最新指導法や動向につい

学校の外国語科の先生はぜひ積極的にご参加ください。

外国語科CAN-DOリストに基づいた評価を
8/20(木）
学ぶ研修会

外国語科におけるパフォーマンス評価に

被服材料に関する理論，簡単な被服実験，各校種に扱う技術を取り入れた被服

AM

「外国語科のCAN－DOリストに基づいた評価ってどうすればいいの？」「単元
設計はどうやればいいの？」そういった先生方の悩みに答えます！文科省学力
調査官 市川信子先生を講師に，外国語科の評価について具体的に学ぶことが
できます。
文科省学力調査官

市川信子先生を講師に，外国語科のパフォーマンス評価や

273 ついて学ぶ研修会

8/20(木）

274 外国語科(英語)指導法研修会（初級）

8/20(木）

PM えます。

275 外国語科(英語)指導法研修会（中級）

7/29(水）

PM 山梨大学の古家貴雄教授を講師に迎え，実践的な指導法を学びます。

276 初任研外国語科指導法演習研修会

8/7(金）

PM を目的としています。

277 英語運用スキルアップ研修会

6/24(水）
10/22(木)

PM にした研修会です。

278 小学校外国語授業力アップ研修会

5/21(木)
10/6(火)

PM な指導法や言語活動，そして教科書を使った効果的な指導等について，楽しく

279 英語ディベート指導研修会

6/3(水）

PM 導するかを学べる研修会です。

280 英語指導力向上研修会

6/17(水）
9/1(火）
11/13(金)

PM なる研修会です。本県では高校教育課・英語部会・総合教育センターの3者で

8/4(火)

PM 介・報告提案をとおして，産業教育の在り方や指導方法について学ぶ研修で

286 産業教育研修会
総合的な学習の時間・総合的な探究の

PM テストづくりについて，また観点別評価について等，具体的で，即実践に活か
せる内容を学びます。272とセットでの受講がオススメです。
山梨大学の田中武夫教授を講師に迎え，日々の指導法のブラッシュアップを考

初任者対象の研修です。講義や演習を交えながら，授業の指導力を高めること
教員の英語によるコミュニケーション能力の向上のためのアウトプットを中心
都留文科大学

上原明子教授を講師に，小学校外国語活動・外国語科の具体的

体験しながら学べます。明日からの授業が変わります！
英語のディベートをどのように授業に取り入れるか，また実際にどのように指
文部科学省が策定を求めている，県の英語教育改善プランの取り組みの一つと
の連携で取り組んでいます。
山梨県の産業や金融経済の動向に関する講義及び現職教員による先進事例紹
す。
学習指導要領解説にも関わった先生の講義と演習の研修会です。新学習指導要

287 時間研修会

8/18(火） 終日 領となった今こそ本当の探究活動を現場で実践してみませんか。

288 クラスづくりに生かす特別活動研修会

特別活動における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた理論研修と，
実践事例発表から各校の課題解決に向けた演習とを合わせた研修です。異校種
8/19(水） 終日 間の意見交流では，連携についても学びが深められます。2020年度テーマは
「子どもの『要求』に基づいた学級づくりをすすめるために」です。

289 図書館を活用した授業づくり研修会

7/28(火）

290 ESDの視点から捉える環境教育研修会

8/7(金)

291 食育研修会
３

専門性

学校図書館を活用した学習活動について，講義・演習を通じて学びます。司書

AM 教諭・図書館主任だけでなく，すべての先生に役立つ情報が満載です。

「ESD」や「SDGｓ」。最近耳にするけどよくわからない。最先端の環境教育に

終日 かかわるものなんだろうけど・・・。どうやって指導すればいいのかなぁ。有
名講師が講義と演習を通じてあなたの疑問や悩みを解決します。
みなさんの学校で「食育」はどのように取り組んでいますか？食育は学校教育

7/29(水）

AM 全体で行われるものです。講師の実践等をもとに，自校で食育を推進する方法
を考えます！

生徒指導
例年大好評！

初めての先生でもすぐ実践できる！教育活動に役立つ！

301 ソーシャルスキルトレーニング研修会

7/31(金）

302 集団指導に生かす認知行動療法研修会

8/７(金）

303 自治的集団を育む学級づくり研修会

8/18(火） 終日 すことができる指導方法を学ぶことができます。

児童

PM 生徒の人間関係力を育むソーシャルスキルトレーニングを演習をとおして基礎
から学ぶ研修です。
認知行動療法の発想を学校教育に！

児童生徒の適切な行動を増やして問題行

PM 動を減らす応用行動分析やＰＢＩＳ（ポジティブな行動介入と支援）を中心
に，認知行動療法の基礎を学びます。
アドラー心理学に関する講義を通して，学級経営から生徒指導まで多岐に生か

学級経営や生徒指導に生かす

304 カウンセリングテクニック研修会
行動論的アプローチによる

305 児童生徒指導支援研修会
心理的アプローチによる

311 児童生徒指導支援研修会
312

子供の前向きな力を引き出す
コミュニケーション基礎研修会

カウンセリング＝生徒指導の手法？いえいえ，授業でも学級経営でも使ってい

10/15(木)

PM ますよ。カウンセリングのテクニックを使ってよりよい授業づくり，学級づく
り，人間関係づくりを。講師は全国で大好評！
子どもたちのやる気を引き出します！

8/20(木）

す。
子どもの心をがっちりつかみましょう！

AM 理的アプローチについて学ぶ研修会です。

7/30(木）

AM 点をあてたアプローチ」。その理論を学び演習をとおして「あるとうれしい時

解決志向ブリーフセラピーはできるだけ短期間に問題の解決を行う「解決に焦
間」を増やしていきましょう！

児童生徒理解の視点に立つ不登校支援

PM える具体的な技法を身に付けましょう！

8/19(水）

PM うに組み立てていくのか，現状の理論も踏まえた中で実践的な演習も学ぶこと

学校現場では命の授業が普及しつつある昨今，命を題材に扱った授業をどのよ
ができ，すぐに活かすことができます。

不登校予防のための教育的支援と対応

児童生徒のメンタルケア・

教師と子供の生き方在り方を考える

319 メンタルヘルス研修会

331 小中 道徳教育推進教師研修会

332 道徳教育スキルアップ研修会

専門性

不登校の児童・生徒をどのように理解し，どのようにかかわっていくべきか？

8/4(火）

AM 不登校の子どもたちが求めていることは何か？ 学校ですぐにできる支援のポ
学校に行きたくなるポイントとは？

8/4(火）

学校に行きたくなる学級とは？

不登校

PM の予防と支援の視点から，不登校予防のための具体的な支援や対応について，
子どもたちにも大きなストレスがかかる時代。すぐにできるメンタルトレーニ

7/29(水）

AM ング法や身近で起こるストレスや怒りの対処法など，こころの危機をどう乗り
越えるかを，臨床心理士から体験的に学びます。
深層心理学等に基づいて，教師自身の心の問題や自己実現について学ぶ研修会

7/29(水）

PM です。多忙化・複雑化する学校現場において，つい後回しにしがちな教職員
(自分自身)の心の健康を一緒に考えてみませんか。

PM

東京学芸大 永田繁雄教授（6月），秋田公立美術大 毛内嘉威教授（2月）を
講師に，道徳教育推進教師の役割，学校教育における道徳教育の推進や道徳科
の授業づくり，指導と評価について具体的に学びます。また各地区で行われる
授業研究会を通して，「考え，議論する道徳」の授業づくりの実際についても
学びます。小・中・高の道徳教育推進教師各校１名以上の参加が必要な必修研
修です。

6/30(火）
2/4(木)
随時

PM

東京学芸大 永田繁雄教授（６月），秋田公立美術大 毛内嘉威教授（2月）
を講師に，道徳教育推進教師の役割，学校教育における道徳教育の推進や道徳
科の授業づくり，指導と評価について具体的に学びます。また各地区で行われ
る授業研究会を通して，「考え，議論する道徳」の授業づくりの実際について
も学びます。（331と同じ研修です。道徳教育推進教師でない方は，こちらの
研修を受講してください。）

9/18(金）

PM 方向性まで幅広く学ぶことができます。リピーターも多く，キャリア教育に興

6/30(火）
2/4(木)
随時

キャリア教育

401 キャリア教育研修会
５

実習を通して学ぶことができます。

実習を通して学ぶ研修会です。

318 メンタルトレーニング研修会

専門性

いじめの理論から実際の対応例・未然防止に至るまで演習も織り交ぜながら行

AM う研修会です。対応をすぐに活用できる実践事例から，重大事態の対応まで，

イントを演習を通して具体的に学ぶ研修会です。

317 研修会

４

312研修会で学んだことを生かし，演習をとおして様々な学校生活の場面で使

7/30(木）

315 いじめの対応と未然防止に関する研修会 8/7(金）

316 研修会

日常の支援指導に生かせる最新の心

8/20(木）

（※基礎研修未受講はYeL必須）

314 自傷や自死を予防する命の教育研修会

脳科学，行動科学のレベルで子どもた

PM ちの問題行動を改善し，集団を成長させるアプローチについて楽しく学びま

子供の前向きな力を引き出す

313 コミュニケーション応用研修会

明治大学諸富祥彦教授です！

筑波大学教授の藤田晃之先生を講師に招聘し，キャリア教育の背景から今後の
味がある先生には欠かせない研修会です。

特別支援教育
専門家の講義をとおして，ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）の理論とその子供

501 特別支援教育研修会

8/18(火）

AM 達への支援方法について学びます。

502 子供の特性理解研修会

7/30(木）

AM への支援方法を学びます。

専門家の講義をとおして，ＡＳＤ（自閉症スペクトラム）の理論とその子供達
特別支援学校や特別支援学級の教員を講師に，子供の「見え方（視覚認知）」
や「学習に困難さがある児童生徒に対する学習指導」に関する講義をとおし
て，子供の育ちを促す授業づくりに必要となる具体的な視点や指導内容・方法
について学びます。

503 子供の育ちを促す授業づくり研修会

7/28(火）

504 子供の実態把握のための専門研修会

7/30(木）
供の実態把握について学ぶ研修です。
終日 （小中学校は市町村教育委員会の推薦，特別支援学校は学校長の推薦が必要で
7/31(金）

PM

学識経験者によるWISC-Ⅳ知能検査に関する講義をとおして，検査結果から子
す。）

子供の実態把握のためのフォローアップ

505 研修会

6/25(木)

学識経験者による臨床心理の観点から，子供の実態把握の視点や支援方針に関

PM する講義をとおして，子供理解について学びます。

4/21(火）
5/28(木）
6/16(火）
7/7(火）
9/3(木）
10/27(火)

PM 教育に関わる教育課程や指導法，合理的配慮等について学ぶ研修です。（特別

507 (YeL必須)

5/7(木)
7/9(木）

PM 割，校内支援体制づくり，連携を含めたチーム支援の在り方について学ぶ研修

508 医療的ケアスキルアップ研修会

8/6(木）
学校における医療的ケアの知識や技術の維持・向上を図ります。
終日 ※県教育委員会が主催する基本研修を修了した者が対象です。
8/7(金）

509 特別支援教育におけるICT活用研修会

8/19(水）

506 新特別支援教育担当研修会(YeL必須)

新特別支援教育コーディネーター研修会

６

専門性

支援学校については，希望研修とします。）

関係機関等による講義をとおして，特別支援教育コーディネーターの果たす役
です。

国立特別支援教育総合研究所研究員によるICT機器を活用した先進的な教育実

PM 践に関する講義・演習をとおして，ICT機器の具体的操作と効果的な活用方法
について学びます。

学校運営

601 カリキュラム・マネジメント研修会
保護者との信頼関係をつくるアプローチ

602 研修会
603

学識経験者らによる障害のある子供の理解に関する講義をとおして，特別支援

カリキュラムマネジメントとは、教育を良くするためのツールです。カリキュ

8/7(金） 終日 ラムとは何か、なぜカリマネが必要なのかといった基本的な問いから、学校で
の実践まで、詳しく学びます。
保護者対応で困ったことはありませんか？基本原則から使える技術まで演習を

12/15(火)

PM とおして信頼関係づくりのポイント，保護者対応のコツ，教えます！講師は全
国で大好評！

明治大学諸富祥彦教授です！

県内外の専門家から，SC，SSWの活用の仕方，効果的なケース会議のあり方等

連携のための教育相談コーディネーター
7/27(月） 終日 について学び，コーディネーターとしてチーム学校を推進する力を養う研修会
研修会
です。

611 新研究主任研修会(YeL必須)

5/7(木）
7/31(金）
11/12(木)
随時

PM 関する基本的な事項について，大学教授や現職教諭（研究主任）による講義･

621 高特 防災教育研修会

6/17(水)
7/29(水）

PM
ればよいか？ 学校の災害対応力の向上を図るには，何が必要か？ みんなで
AM 考え，すぐに実行しましょう。

622 小中高特 防災教育・危機管理研修会

6/17(水)
7/29(水）

PM 自らの命を守り抜くために，「主体的に行動する態度」を育成するにはどうす
ればよいか？ 学校の災害対応力の向上を図るには，何が必要か？ みんなで
AM 考え，すぐに実行しましょう。

10/29(木)

AM

「グローバル」という言葉をどのように理解していますか。講師である昭和女
子大学准教授緩利誠先生の分かりやすいお話を聞くと，きっと明日から子供た
ちと一緒に取り組んでみよう！と思えるようになるはずです。自分の身近なと
ころから始めようと思える研修会です。

7/28(火）

AM め，実際にプログラムを作成することで授業に生かせる技能を身に付ける研修

７

専門性

701

主体的・対話的に学ぶ

711 プログラミング教育基礎研修会
小

主体的・対話的に学ぶ

712 プログラミング教育基礎研修会

713

小 電子タグを使ったプログラミング
教育実践研修会

小

ロボット型教材を使った

714 プログラミング教育実践研修会
初心者のためのWindowsタブレット体験

715 研修会
小

授業に役立つiPad活用研修会

717 (YeL必須)
718

自らの命を守り抜くために，「主体的に行動する態度」を育成するにはどうす

今年度から必修化される小学校プログラミング教育について基礎的な理解を深
会です。
今年度から必修化される小学校プログラミング教育について基礎的な理解を深

7/30(木）

AM め，実際にプログラムを作成することで授業に生かせる技能を身に付ける研修
会です。（711と同じ研修です。同時に申し込むことはできません。）

特別支援学校（学級） 授業に役立つ
iPad活用研修会(YeL必須)

719 ICT機器活用研修会

文科省，総務省，経産省の連携により，学校関係者，自治体関係者，教育/IT
関連企業/ベンチャーなどとともに設立された「未来の学びコンソーシアム」
が立ち上げた「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」でも紹介さ
れているプログラミング教材MESHを扱う研修会です。

7/30(木）

PM

7/28(火）

PM 用いて自動車型のロボット教材ｍBotを制御するプログラミング等を行い，プ

プログラミング教育の授業実践の報告とScratchをベースに作られたmBlockを
ログラミング教育に関する指導力の向上を図ります。
Windowsタブレットの基本操作を学び，演習を通して，タブレット端末の特性

7/29(水）

AM や授業に活用できるアプリについて理解を深める研修です。

8/19(水）

AM ろこの使えるアプリを紹介します。実践事例を通じて学び，あなたもiPadによ

授業に役立つiPad活用研修会

716 (YeL必須)
中高

演習･グループ協議をとおして具体的に学びます。

新たな教育課題

グローバル化に対応した指導の在り方
研修会
小

新研究主任対象です。各学校における校内研究の充実を目指して，校内研究に

iPadには様々な教育系アプリがあることを御存じですか。その中から目からう
る授業デビューをしませんか。

7/31(金）
7/27(月）

7/31(金）

iPadの授業での活用についてのエキスパートである講師による研修会です。楽

AM しくICTの活用指導力の向上ができます。
PM

肢体不自由児が抱える障害は授業に参加する上でも大きな困難となります。
iPadをはじめとした困難を改善・克服するための機器を実践事例を交えて紹介
します。

PM

電子黒板・プロジェクタなどの情報機器の操作・活用法を学び，授業などでの
ＩＣＴ活用指導力の向上を図ります。
(昨年のアンケートから）「知識理解を高める技術や，端末を操作しながら生
徒の反応を見る工夫など，すぐに使えそうなポイントをいくつもいただきまし
た。」

プレゼンテーション（PowerPoint2016)

720 基礎研修会(YeL必須)

PowerPoint2016の基本操作を学びながら，プレゼンテーションの作成を行いま
す。さらに学習指導や教材への生かし方の基本を学び，ICT活用能力の向上を
目指します。
8/18(火） 終日 (昨年のアンケートより）「事前のYeLで予備学習ができたので，実際の研修会
ではわかりやすかった。また，講師の方の補足やポイントなどの説明がわかり
やすく役に立つ内容だった。」
iPadの純正アプリiMovieを使ったことはありますか。簡単に画像や動画を編集
して教材にすることができます。また，行事の思い出の振り返りなどの場面で
は効果的なBGMやコマ割りで盛り上がる作品が作成可能です。挑戦してみませ
んか。

721

ビデオ編集のためのiPad iMovie活用
研修会(YeL必須)

8/19(水）

722

静止画・動画処理のためのソフト活用
研修会

7/31(金） 終日 普段の授業で，どのようにして効果的な動画を作成することができるか学ぶこ

723 ホームページ基礎研修会
校務処理のためのExcel2016基礎研修会

PM

動画編集ソフトのひとつである「プレミアエレメンツ」を用いて，学校行事や
とができます。
学校現場において情報発信のツールのひとつであるHPをいかに有効的に活用す

7/28(火） 終日 るか。「ホームページビルダー」を使い，基本的な手順を一から学ぶことがで
きます。
Excel2016を用いて効率的に校務処理を行う方法を学ぶ研修会です。基本的な

724 (YeL必須)

8/19(水）

AM 内容がメインです。

725 校務処理のためのExcel2016活用研修会

8/19(水）

PM 内容がメインですが応用的な内容も含みます。

726 Excel2016のマクロVBA活用研修会

7/27(月） 終日 礎について学びます。

Excel2016を用いて効率的に校務処理を行う方法を学ぶ研修会です。基本的な
ExcelVBAを使用し，作業を自動化するマクロ機能やマクロプログラミングの基
「学習者中心の授業デザイン」をポイントにICTを用いた授業や，Microsoft

727

クラウド時代に向けた情報活用能力育成
7/31(金）
のためのICT活用研修会

PM Office365をハンズオン研修を通じて生徒の情報活用能力アップに向けた授業

728

情報セキュリティ・ネットトラブル対応
7/29(水）
研修会

PM 指導主事から学ぶことができる研修です。実際のトラブルの事例も含め，深く

741 人権教育研修会

を促進をするため研修です。
大きな課題となっている情報セキュリティについて，県警の講師とセンターの
学ぶことができます。
LGBT研究の第一人者である宝塚大学 日高庸晴教授を講師に，LGBTについて学
びます。LGBTの割合は全体の5～8パーセントと言われ，学校における適切な配
慮や支援の在り方について具体的に知っておくことは必須です。子供達の前に
立つ，全校種，全ての教職員（管理職，養護教諭等も含む）が対象です。可能
な限り各校１名以上の受講を！！

5/26(火）

PM

801 養 救急処置研修会

8/7(金）

AM をとおして，養護教諭が行う適切な救急処置について学びます。

802 養 緊急時対応研修会

8/7(金）

PM 時における校内体制の整備について学びます。

803 養 健康相談実践基礎研修会

7/27(月）

AM 講義をとおして，養護教諭としての関わり方や支援の在り方について学びま

804 養 健康相談実践スキルアップ研修会

7/27(月）

８

９

専門性

養護教諭
日本赤十字社職員による救急処置に関する講義と三角巾法や固定等の実技指導

緊急時対応に関する演習をとおして，養護教諭が行う適切な救急処置や，緊急
大学教授による子供の心や発達特性・現代的な健康課題や保健室対応に関する
す。
校内外の連携と保健室対応に関する演習をとおして，養護教諭としての関わり

PM 方について臨床心理士の指導助言から具体的な支援について学びます。

外部共催研修

901 理科実験工作研修会

プラネタリウム観察,小中学校や高校･特別支援学校の理科や総合的な学習の時
間等で活用できる実験工作を体験しながら学ぶことができます。
8/3(月） 終日 (昨年のアンケートより)「講義を聴くだけでなく，実際に作りながら研修する
ことができ，子どもの立場になって楽しむことができ，充実した学びとなっ
た。」

902 身近な自然の指導法研修会

森林総合研究所職員による山梨県の森林・林業に関する講義や森林インストラ
クターによるチェーンソーを使ったひのきの間伐作業をとおして，木材の性質
8/6(木） 終日 や基礎的な木材加工技術，環境に配慮したものづくりについて学びます。
(昨年のアンケートより)「ヒノキの伐採は大変貴重な経験です。持続可能な開
発目標（SDGｓ）との兼ね合いからも学習する価値が高いと感じています。」

903 体験で学ぶ火山研修会

7/29(水）
です。1日目は火山に関する講義のあと，鉱物の観察や身近なものを使った火
終日 山実験，防災教育セミナーを行います。2日目は富士山周辺の野外巡検により
7/30(木）

火山学分野の著名な講師陣のもとで教材作成・実験手法・指導方法を学ぶ研修
火山作用や防災教育を実践的に学びます。

904 環境とものづくり研修会

905

授業に役立つ国際教育「山梨から
グローバルな世界を捉える」研修会

まず先生自身が，作ってみなければ，木工の楽しさを児童・生徒に伝えること

8/3(月） 終日 はできません！夏に一日だけ，木工製作にチャレンジしてみませんか！

「グローバルな視点って何？」「子どもたちをグローバル化するってどういう
こと？」「教室で，授業で何をどう扱えばいいの？」先生方のそんな疑問の答
8/18(火） 終日 えがここにあります！まずは先生自身が「教室にいながら異文化体験」してみ
ましょう。

906

博物館を活用した授業づくり研修会

博物館のことを深く知り，博物館と連携した授業の在り方について学んでいく

8/5(水） 終日 研修です。博物館内のさまざまな展示物を活用して，授業づくりに役立つエッ
センスを学びます。

「見る・つくる」体験を通して学ぶ

考古博物館のことを知り，研修担当者と連携した活動や授業について学んでい

907 考古博物館利用研修会

8/18(火） 終日 く研修です。博物館内のさまざまな展示物を活用して，授業づくりに役立つ

908 古代を実体験！授業づくり研修会

8/4(火） 終日 く研修です。風土記の丘館内のさまざまな展示物を活用して，授業づくりに役

909 文学館の魅力活用研修会

7/28(火） 終日 指導に，出張授業に，校外学習にとさまざまな活用の道が開ける研修です。今

学校現場における男女共同参画教育

910 研修会

911

子どもと教師の成長を支える教育評価
～OPPシートによる学習・指導と評価の
一体化～研修会

エッセンスを学びます。
風土記の丘のことを知り，研修担当者と連携した活動や授業について学んでい
立つエッセンスを学びます。
県立文学館を活用したことがありますか？知らないと，損ばかり！国語の学習
年は特に「俳句」にスポットを当てます！
人権に関する講義や現職教員等による講座をとおして，児童生徒に男女共同参

7/30(木）

PM 画意識を高めさせるための教育的取組について学んでいく研修です。演習をと
おして，学校における男女共同参画教育について学びます。

6/11(木)
6/30(火)
「OPP」における「本質的な問」－ここが児童生徒の学びと成長のスタートで
ＰＭ す。OPP未経験の先生にも実践中の先生にも授業改善のヒントがあります。
8/6(木)
8/7(金)

