
令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
小学校

研修 研修会番号 受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3101 □ 教科

教科指導法研修会
　　　第１希望（ ）　 第２希望（ ）
※今年度授業を担当している教科を選んでください  ※国語ー算数の組み合わせは不可
※Web申し込みの際，備考欄に希望の教科名を入力してください（必ず第２希望まで入力して下さい）

12/27(火)
午前

または午後

必修１ー２ 3102 □ なし 地域の教育事情（日程は４月下旬にセンターHPでお知らせします） 随時 半日

必修２ー１ 3103 □
3911,3912
3913,3914
のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前
□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前
□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後
□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後

必修４ー１ 3106 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3107 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3108 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3109 □ 701 グローバル化に対応した指導のあり方研修会 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日
□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前
□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前
□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前
□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後
□ 501 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅰ　子供の特性理解 7/29(金) 午前
□ 502 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅱ　通常学級における特別支援教育 8/17(水) 午前
□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後
□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後
□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後
□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後
□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 201 小特　国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　言葉による見方・考え方を働かせた授業改善 8/9(火) 午後
□ 203 小特　国語科　授業づくり研修会　学力調査結果を踏まえた授業改善【オンライン】 8/2(火) 午前
□ 206 小中特　国語科　授業力アップ研修会Ⅱ　論理的思考力を高める授業改善 7/29(金) 午前
□ 209 小中特　書写基礎研修会　書く楽しさを実感できる書写指導 7/25(月) 終日
□ 211 小　社会科　授業づくり研修会Ⅰ　学習指導要領に基づく授業づくりの理論と演習 8/1(月) 午前
□ 212 小　社会科　授業力アップ研修会Ⅰ　実践事例をとおしての演習 8/1(月) 午後
□ 221 小特　算数科授業づくり研修会Ⅰ　学習指導要領に基づく授業づくりの工夫と改善 8/8(月) 午後
□ 222 小特　算数科授業力アップ研修会Ⅰ　活用力を問う問題作成をとおしての授業改善 8/8(月) 午前
□ 234 小中高特　野外観察研修会 8/1(月) 終日
□ 235 小特　理科授業力アップ研修会Ⅱ　観察・実験のあり方・方法について学ぶ 8/10(水) 終日
□ 237 小特　生活科授業づくり研修会　学習指導要領に基づく授業づくりの工夫と改善 7/28(木) 午後
□ 241 小中特　音楽科実技研修会Ⅰ　リトミックの指導と実践 8/10(水) 午後
□ 242 小中特　音楽科実技研修会Ⅱ　リコーダーの指導と実践 7/26(火) 午前
□ 243 小特　音楽科授業づくり研修会　学習指導要領に基づく授業の工夫 8/9(火) 午後
□ 244 小中高　音楽科授業力アップ研修会　実践事例から学ぶ題材構想と評価 7/29(金) 午後
□ 245 小中高特　楽しい音楽表現研修会 8/18(木) 終日
□ 246 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅰ　表現活動の指導と実践 8/2(火) 午前
□ 247 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅱ　教材作成のための素材の扱い方の工夫 8/17(水) 午後
□ 248 小中高特　図工・美術授業力アップ研修会　鑑賞活動の指導と実践 8/10(水) 終日
□ 251 小特　体育実技指導力アップ研修会Ⅰ　「陸上運動」「水泳運動」をとおして 8/10(水) 終日
□ 253 小中高特　保健教育指導力アップ研修会 8/19(金) 終日
□ 258 小特　家庭科授業づくり研修会　「家族・家庭生活についての課題と実践」の授業の実際 8/1(月) 午前
□ 259 小特　家庭科授業力アップ研修会　生活を豊かにするための布を用いた製作 7/25(月) 午前
□ 264 小中高特　家庭科　授業づくり研修会　災害に備える食生活の授業 8/18(木) 午前
□ 273 小中高特　外国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　テスティングとパフォーマンス評価 8/17(水) 午後
□ 278 小特　外国語科　授業づくり研修会Ⅴ　言語活動を中心とした指導法演習 5/24(火) 午後
□ 290 クラスづくりに生かす特別活動研修会 7/27(水) 終日
□ 292 ESDの視点から捉える環境教育研修会 8/1(月) 終日
□ 293 食育研修会 7/26(火) 午後
□ 503 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅲ　子供の育ちを促す授業づくり 8/16(火) 午後
□ 504 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅳ　特別支援教育における支援機器(教材教具・ICT)活用 8/19(金) 午前
□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修２ー２ 3104

必修３ー１ 3105

必修６ー１ 3110

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3111

必修８ー１

1.0日分に
なるように
選択してく

ださい

3112



令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
中学校

研修 研修会番号 受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3201 □ 教科
教科指導法研修会
教科［ ］

12/27(火)
午前

または午後
必修１ー２ 3202 □ なし 地域の教育事情（日程は４月下旬にセンターHPでお知らせします） 随時 半日

必修２ー１ 3203 □
3911,3912
3913,3914
のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前
□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前
□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後
□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後

必修４ー１ 3206 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3207 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3208 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3209 □ 701 グローバル化に対応した指導の在り方研修会 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日
□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前
□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前
□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前
□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後
□ 501 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅰ　子供の特性理解 7/29(金) 午前
□ 502 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅱ　通常学級における特別支援教育 8/17(水) 午前
□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 719 高特　ICT活用指導力推進研修会Ⅱ 8/8(月) 午前
□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後
□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後
□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後
□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後
□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 202 中特　国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　言葉による見方・考え方を働かせた授業改善 8/2(火) 午後
□ 204 中特　国語科　授業づくり研修会　学力調査結果を踏まえた授業改善【オンライン】 8/9(火) 午前
□ 206 小中特　国語科　授業力アップ研修会Ⅱ　論理的思考力を高める授業改善 7/29(金) 午前
□ 209 小中特　書写基礎研修会　書く楽しさを実感できる書写指導 7/25(月) 終日
□ 213 中　社会科　授業づくり研修会Ⅱ　歴史的分野における授業づくりの理論と演習 8/17(水) 午前
□ 214 中　社会科　授業力アップ研修会Ⅱ　学習指導要領に基づく理論と演習 8/17(水) 午後
□ 223 中高特　数学科授業づくり研修会Ⅱ　学習指導要領に基づく授業づくりの工夫と改善 8/9(火) 午前
□ 224 中高特　数学科授業力アップ研修会Ⅱ　活用力を問う問題作成をとおしての授業改善 8/9(火) 午後
□ 225 中高特　数学科ICT活用研修会 8/1(月) 終日
□ 232 中高　理科授業づくり研修会Ⅱ　学習指導要領に基づく授業改善の工夫 7/26(火) 終日
□ 234 小中高特　野外観察研修会 8/1(月) 終日
□ 236 中高特　理科授業力アップ研修会Ⅲ　実験・ICT活用を通じた授業改善 8/17(水) 終日
□ 241 小中特　音楽科実技研修会Ⅰ　リトミックの指導と実践 8/10(水) 午後
□ 242 小中特　音楽科実技研修会Ⅱ　リコーダーの指導と実践 7/26(火) 午前
□ 244 小中高　音楽科授業力アップ研修会　実践事例から学ぶ題材構想と評価 7/29(金) 午後
□ 245 小中高特　楽しい音楽表現研修会 8/18(木) 終日
□ 246 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅰ　表現活動の指導と実践 8/2(火) 午前
□ 247 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅱ　教材作成のための素材の扱い方の工夫 8/17(水) 午後
□ 248 小中高特　図工・美術授業力アップ研修会　鑑賞活動の指導と実践 8/10(水) 終日
□ 249 中高特　美術科授業力アップ研修会　学習指導要領に基づく題材構想・指導と評価 7/29(金) 午後
□ 252 中高特　体育実技指導力アップ研修会Ⅱ　「器械運動」「ネット型球技」「ダンス」「保健」の理論と演習 8/17(水)8/18(木) 終日
□ 253 小中高特　保健教育指導力アップ研修会 8/19(金) 終日
□ 256 中　技術分野生物育成研修会　動物の飼育及び水産生物の栽培 8/9(火) 終日
□ 257 中　技術分野情報研修会　ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング 8/2(火) 午後
□ 260 中特　家庭分野授業づくり研修会　地域の食文化を題材にした調理実習 8/2(火) 午前
□ 261 中特　家庭分野授業力アップ研修会　ICTを活用した授業づくり 7/27(水) 午後
□ 264 小中高特　家庭科　授業づくり研修会　災害に備える食生活の授業 8/18(木) 午前
□ 273 小中高特　外国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　テスティングとパフォーマンス評価 8/17(水) 午後
□ 275 中　外国語科　授業力アップ研修会Ⅱ　中学校における外国語教育のこれから 8/9(火) 午後
□ 287 中高　産業教育研修会 8/2(火) 午後
□ 290 クラスづくりに生かす特別活動研修会 7/27(水) 終日
□ 292 ESDの視点から捉える環境教育研修会 8/1(月) 終日
□ 293 食育研修会 7/26(火) 午後
□ 503 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅲ　子供の育ちを促す授業づくり 8/16(火) 午後
□ 504 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅳ　特別支援教育における支援機器(教材教具・ICT)活用 8/19(金) 午前
□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修２ー２ 3204

必修３ー１ 3205

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3211

必修８ー１

1.0日分に
なるように
選択してく

ださい

3212

必修６ー１ 3210



令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
高等学校

研修 研修会番号
受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3301 □ 教科
教科指導法研修会
教科［ ］

12/27(火)
午前

または午後
必修１ー２ 3302 □ なし 他校種授業研究研修会 随時 半日

必修２ー１ 3303 □

3911
3912
3913
3914

のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前
□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前
□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後
□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後

必修４ー１ 3306 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3307 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3308 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3309 □ 701 グローバル化に対応した指導の在り方研修会 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日
□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前
□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前
□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前
□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後
□ 501 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅰ　子供の特性理解 7/29(金) 午前
□ 502 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅱ　通常学級における特別支援教育 8/17(水) 午前
□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前
□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後
□ 719 高特　ICT活用指導力推進研修会Ⅱ 8/8(月) 午前
□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後
□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後
□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後
□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後
□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)
□ 205 高特　国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　言葉による見方・考え方を働かせた授業改善 8/2(火) 終日
□ 215 高　地歴・公民科　授業づくり研修会Ⅲ　学習指導要領に基づく授業づくりの理論と演習 8/2(火) 午前
□ 216 高　地歴・公民科　授業力アップ研修会Ⅲ　実践事例をとおしての演習 8/2(火) 午後
□ 223 中高特　数学科授業づくり研修会Ⅱ　学習指導要領に基づく授業づくりの工夫と改善 8/9(火) 午前
□ 224 中高特　数学科授業力アップ研修会Ⅱ　活用力を問う問題作成をとおしての授業改善 8/9(火) 午後
□ 225 中高特　数学科ICT活用研修会 8/1(月) 終日
□ 232 中高　理科授業づくり研修会Ⅱ　学習指導要領に基づく授業改善の工夫 7/26(火) 終日
□ 234 小中高特　野外観察研修会 8/1(月) 終日
□ 236 中高特　理科授業力アップ研修会Ⅲ　実験・ICT活用を通じた授業改善 8/17(水) 終日
□ 244 小中高　音楽科授業力アップ研修会　実践事例から学ぶ題材構想と評価 7/29(金) 午後
□ 245 小中高特　楽しい音楽表現研修会 8/18(木) 終日
□ 246 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅰ　表現活動の指導と実践 8/2(火) 午前
□ 247 小中高特　図工・美術授業づくり研修会Ⅱ　教材作成のための素材の扱い方の工夫 8/17(水) 午後
□ 248 小中高特　図工・美術授業力アップ研修会　鑑賞活動の指導と実践 8/10(水) 終日
□ 249 中高特　美術科授業力アップ研修会　学習指導要領に基づく題材構想・指導と評価 7/29(金) 午後
□ 252 中高特　体育実技指導力アップ研修会Ⅱ　「器械運動」「ネット型球技」「ダンス」「保健」の理論と演習 8/17(水)8/18(木) 終日
□ 253 小中高特　保健教育指導力アップ研修会 8/19(金) 終日
□ 262 高　家庭科授業づくり研修会　「保育」における授業づくり 8/9(火) 午後
□ 263 高　家庭科授業力アップ研修会　消費生活の実践から指導方法を学ぶ 8/10(水) 午後
□ 264 小中高特　家庭科　授業づくり研修会　災害に備える食生活の授業 8/18(木) 午前
□ 273 小中高特　外国語科　授業力アップ研修会Ⅰ　テスティングとパフォーマンス評価 8/17(水) 午後
□ 287 中高　産業教育研修会 8/2(火) 午後
□ 290 クラスづくりに生かす特別活動研修会 7/27(水) 終日
□ 292 ESDの視点から捉える環境教育研修会 8/1(月) 終日
□ 293 食育研修会 7/26(火) 午後
□ 503 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅲ　子供の育ちを促す授業づくり 8/16(火) 午後
□ 504 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅳ　特別支援教育における支援機器(教材教具・ICT)活用 8/19(金) 午前
□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修２ー２ 3304

必修３ー１ 3305

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3311

必修８ー１

1.0日分に
なるように
選択してく

ださい

3312

必修６ー１ 3310



令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
特別支援学校

研修 研修会番号
受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3401 □ なし
教科指導法研修会
（全員が特別支援教育研修）

12/27(火)
午前

または午後
必修１ー２ 3402 □ なし 他校種授業研究研修会 随時 半日

必修２ー１ 3403 □

3911
3912
3913
3914

のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前

□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前

□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後

□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後
必修４ー１ 3406 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3407 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3408 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3409 □ 701 グローバル化に対応した指導の在り方研修会 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日

□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前

□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前

□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前

□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後

□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 719 高特　ICT活用指導力推進研修会Ⅱ 8/8(月) 午前

□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後

□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後

□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後

□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後

□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 501 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅰ　子供の特性理解 7/29(金) 午前

□ 502 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅱ　通常学級における特別支援教育 8/17(水) 午前

□ 503 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅲ　子供の育ちを促す授業づくり 8/16(火) 午後

□ 504 特別支援教育・指導力向上研修会Ⅳ　特別支援教育における支援機器(教材教具・ICT)活用 8/19(金) 午前

□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修２ー２ 3404

必修３ー１ 3405

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3411

必修８ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3412

必修６ー１ 3410



令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
養護教諭

研修 研修会番号
受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3501 □ なし 養護教諭専門研修Ⅰ（保健室経営） 12/27(火) 午前
必修１ー２ 3502 □ なし 養護教諭専門研修Ⅱ（保険教育） 11/29(火) 午後

必修２ー１ 3503 □

3911
3912
3913
3914

のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前

□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前

□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後

□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後
必修４ー１ 3506 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3507 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3508 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3509 □ なし 養護教諭専門研修Ⅲ（保健管理） 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日

□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前

□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前

□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前

□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後

□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後

□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後

□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後

□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後

□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 801 養　救急処置研修会 8/8(月) 午前

□ 802 養　緊急時対応研修会 8/8(月) 午後

□ 803 養　健康相談実践基礎研修会 7/26(火) 午前

□ 804 養　健康相談実践スキルアップ研修会 8/9(火) 午後

□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修２ー２ 3504

必修３ー１ 3505

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3511

必修８ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3512

必修６ー１ 3510



令和４年度　中堅教諭等資質向上研修　申込控
栄養教諭

研修 研修会番号
受講はレ印
をつける

選択 研修会名 日付 日程

必修１ー１ 3601 □ なし 栄養教諭専門研修Ⅰ（食に関する指導） 12/27(火) 午前

必修１ー２ 3602 □ なし 栄養教諭専門研修Ⅱ（栄養管理・衛生管理） 11/15(火) 午後

必修２ー１ 3603 □

3911
3912
3913
3914

のいずれか

コミュニケーション研修会
 第１希望( )  第２希望( )  第３希望( )

※Web申し込みの際，備考欄に希望の研修会番号を入力してください（必ず第3希望まで入力して下さい）

5/31(火),6/7(火)
6/28(火),7/12(火)

のいずれか
午後

□ 3915 道徳性の涵養Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午前

□ 3916 道徳性の涵養Ⅱ（センタ―実施） 8/18(木) 午前

□ 3917 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅰ（都留文科大実施） 7/25(月) 午後

□ 3918 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの利用Ⅱ（センター実施） 8/18(木) 午後
必修４ー１ 3606 □ なし 中堅教諭としての連携協働について 5/19(木) 午後
必修４ー２ 3607 □ なし 学び続けることの意義 1/17(火) 午後
必修４ー３ 3608 □ なし 危機管理研修会 10/27(木) 午後
必修５ー１ 3609 □ なし 栄養教諭専門研修Ⅲ（子に応じた対応・指導） 10/27(木) 午前

□ 601 カリキュラム・マネジメント研修会 8/2(火) 終日

□ 3906 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 307 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 308 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携やケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 314 命の教育研修会　自傷や自死・SOSの出し方に関する教育 8/9(火) 午前

□ 316 不登校対応研修会　背景と支援のポイントを学ぶ 8/10(水) 午前

□ 319 アンガーマネジメント研修会　子供の感情コントロールについて理解を深める 8/19(金) 午前

□ 401 キャリア教育研修会 5/26(木) 午後

□ 603 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅰ　危機対応の具体例と他機関連携 7/25(月) 午前

□ 604 チーム学校　持続可能な支援を考える研修会Ⅱ　SC・SSW等との連携や，ケース会議の進め方 8/19(金) 午後

□ 725 情報セキュリティ・ネットトラブル対応研修会 8/8(月) 午後

□ 726 学校における教育活動と著作権研修会 5/26(木) 午後

□ 741 人権教育研修会Ⅰ　学校における人権教育 5/31(火) 午後

□ 742 人権教育研修会Ⅱ　学校で配慮と支援が必要なLGBTsの子供たち 10/11(火) 午後

□ 3907 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

□ 260 中特　家庭分野授業づくり研修会　地域の食文化を題材にした調理実習 8/2(火) 午前

□ 264 小中高特　家庭科　授業づくり研修会　災害に備える食生活の授業 8/18(木) 午前

□ 292 ESDの視点から捉える環境教育研修会 8/1(月) 終日

□ 293 食育研修会 7/26(火) 午後

□ 3908 代替研修会（代替申請する者のみ申込可） ー (1.0)

氏名：

必修６ー１ 3610

必修８ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3612

必修２ー２ 3604

必修３ー１ 3605

必修７ー１
1.0日分に

なるように
選択してく

ださい

3611
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