
平成 30年度 県立学校教職５年経験者研修 実施要項 

１ 目 的  教職経験５年目の教育実践を踏まえ、本県の教育課題を理解し、実践的職務遂行能力の 

       向上を図り、学校教育の充実改善に役立てる。 

２ 期 日  校外研修：平成 30年８月 14日（火）～ 17日（金）【４日間】 

       校内研修：平成 30年９月～12月【１日間】 

３ 会 場  校外研修：県立総合教育センター[〒904-2174 沖縄市与儀 3-11-1，TEL:933-7518] 

校内研修：各所属校 

４ 対 象  教職経験５年目の県立学校教諭(養護教諭を除く)及び、過年度未修了者・未受講者 

５ 内 容  研修一覧 【○：講話･講義，◎：講義･演習，◇：協議，△：実践発表】 

 （１）校外研修【於：県立総合教育センター】 

  

 （２）校内研修 ※詳細は「平成３０年度教職５年経験者研修における変更点について」を参照下さい                                                                                           

月 日数 場所 領域 項目 内容 

9～12月   １ 各所属校 教科指導 
研究授業 

授業研究会 

・研究授業と授業研究 

・終了後、報告書を提出 

（報告書様式は校外研修時に配布） 

※高校は 8/15 に検討した指導案を

もとに行う。 

 

 

 午前 午後 

14

日 
(火) 

○『本県の学校教育における現状と課題』 

  講師：喜久本 直貴 教育経営研修班班長 

 

◎『カリキュラム・マネジメントについて』 

  講師：比嘉 俊 准教授  

    （琉球大学大学院教育学研究科） 

小嶋 季輝 准教授 

（琉球大学教育学部）  

 

○『18歳選挙権について』 

  講師：阿波連 守 指導主事（６０分） 

     (県立学校教育課) 

 

◎『発達障害を有する児童生徒の対応』 

  講師：冨樫 恭平 臨床心理士 

    (沖縄県発達障がい者支援センター) 

    ※事前作成・提出資料（様式１）あり 

   メール添付にて提出（当日も５部持参） 

 

15 

日 
(水) 

【高等学校】（高等学校２年研と合同） 

◇『教科指導の工夫･改善Ⅰ』 

  講師：各教科担当主事 

【高等学校】（高等学校２年研と合同） 

◇『教科指導の工夫･改善Ⅱ』 

  講師：各教科担当主事 

【特別支援】（特別支援学校中堅研と合同） 

○『障害者差別解消法について』 

  講師：今村 清輝 指導主事 

◇『課題解決の方策について』 

  講師：特別支援関係指導主事 

【特別支援】（特別支援学校中堅研と合同） 

◇『課題解決の方策について』 

  ※事前作成・提出資料(様式２)あり 

  講師：特別支援関係指導主事 

16 

日 
(木) 

○『学校・家庭・地域が連携した減災社会の 

    構築に向けて』 

  講師：神谷 大介 准教授 

     (琉球大学工学部)（９０分） 

△『｢学び続ける教員像｣の確立』 

  説明者：大城 克磨（学校人事課主査） 

  発表者：平敷 陽介(北部農林高等学校) 

      當眞 正太(島尻特別支援学校) 

◎『(予防的開発的)教育相談の工夫』 

  講師：野原 剛 研究主事 

 

○『生徒指導』 

  講師：新垣 和哉 課長補佐 

     （県警察本部生活安全部少年課 

      少年サポートセンター） 

 

17 

日 
(金) 

○『情報モラル教育』 

  講師：外間 学 研究主事 

     野林 聖 研究主事 
 

○『職場におけるメンタルヘルス』 

  講師：宮城 政也 准教授(琉球大学) 

TEL:933-7518


６ その他 

  (1) 研修２日目【８月 15日(水)】は、高等学校は、県立高等学校教職２年目研修との合同開催、特

別支援学校は、県立特別支援学校中堅教諭等資質向上研修との合同開催となります。 

  (2) 高等学校教諭は別添｢事前作成提出資料一覧｣を参照し、『教科指導の工夫・改善』[８月 15日(水)]

への参加に備えてください。 

   (3) 特別支援学校教諭対象の【８月 15日(水)】の資料作成については、別に各学校あて事務連絡に

てお知らせします。 

  (4) 本研修と養護教諭５年経験者研修は別の研修となっております。養護教諭５年経験者研修につ   

いての詳細は、養護教諭５年経験者研修実施要項を参照ください。 

  (5) 研修期間中は、本センターの夏期短期研修期間と重なっているため、駐車場の確保は大変困難

な状況となります。公共交通機関、もしくはお乗り合わせの上、来所ください。 

 

※ 日 程 

 

【８月 14日(火)】  ５年研(高校 66名，特支 34名)  

時 間 高等学校・特別支援学校 会場等 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

多目的棟 

9：30～ 9：40 

(10分) 

・主管班あいさつ（教育経営班長：喜久本 直貴） 

・日程説明（司会） 

9：40～10：30 

（50分） 

 

【講義】 

 『本県の学校教育における現状と課題』 

  講師：喜久本 直貴（教育経営研修班班長） 

10：30～10：40 休憩（10分） 

10：40～12：00 

(80分) 

【講義･演習】 

 『カリキュラム・マネジメントについて』 

  講師：比嘉 俊 准教授  

    （琉球大学大学院教育学研究科） 

小嶋 季輝 准教授 

（琉球大学教育学部）  

 

12：00～13：15 昼食（75分）  

13：15～14：15 

（60分） 

 

 

【講義】 

『18歳選挙権について』 

  講師：阿波連 守 指導主事 (県立学校教育課) 

○質疑応答含む 

多目的棟 

14：15～14：30 休憩（15分） 

14：30～16：30 

（120分） 

 

 

 

 

 

16：30～16：45 

【講義】 

 『発達障害を有する児童生徒の対応』 

  講師：冨樫 恭平 臨床心理士 

 (沖縄県発達障がい者支援センター) 

    ※事前作成・提出資料（様式１）あり 

   メール添付にて提出（当日も５部持参） 

 

○質疑応答(15分) 

16：45～17：00 ・研修日程説明及び連絡等 

17：00～17：15 ・振り返り用紙記入･提出 

 

 

 

 



【８月 15日(水)】  ５年研(高校 66名，特支 34名)，２年研(高校 46名)，中堅研(特支 29名) 

時 間 高等学校(５年研･２年研) 特別支援(５年研･中堅研) 会場等 

9：00～ 9：30 受付（本館１階ロビー）      受付（多目的棟） 

 9：30 ～9：45 移動・準備（15分）     【特支全体・説明】 

多目的棟 

9：45～11：45 

（120分） 

 

 

【教科研修会】（高等学校） 

 『教科指導の工夫・改善Ⅰ』 

①国語分科会［5年研 5人,2年研 4人］ 

  寺井 俊博 指導主事 

②地歴･公民分科会［5年研 6人,2年研 5人］ 

  比嘉 孝司 指導主事 

③数学分科会［5年研 11人,2年研 4人］ 

  高原 香織 研究主事 

④物理分科会［5年研 1人,2年研 0人］ 

  濱川 武司 研究主事 

⑤化学分科会［5年研 2人,2年研 2人］ 

  大城 学 主任研究主事 

⑥生物分科会［5年研 5人,2年研 5人］ 

  林 尚美 研究主事 

⑦地学分科会［5年研 0人,2年研 1人］ 

  仲里 健 指導主事 

⑧保健体育分科会［5年研 11人,2年研 4人］ 

  城田 亮  研究主事 

⑨音楽分科会［5年研 3人,2年研 2人］ 

  佐久田 伸一 研究主事 

⑩美術･書道分科会［5年研 3人,2年研 4人］ 

  上原 進 研究主事 

⑪外国語分科会［5年研 5人,2年研 3人］ 

  玉城 光師 主任研究主事 

⑫家庭･福祉分科会［5年研 5人,2年研 3人］ 

  屋良 陽子 指導主事 

⑬農業･水産分科会［5年研 3人,2年研 2人］ 

  屋嘉比  仁 研究主事 

    上唐 由紀子 研究主事 

⑭工業分科会［5年研 2人,2年研 3人］ 

  外間 昌繁 主任研究主事 

  屋宜  督 指導主事 

  佐久本 厚 指導主事 

⑮商業分科会［5年研 4人,2年研 3人］ 

  渡慶次 克磨 研究主事 

⑯情報分科会［5年研 1人,2年研 1人］ 

  後藤 英樹 研究主事 

【講義】 

『障害者差別解消

法ついて』 

講師：今村 清輝  

指導主事 

(90分) 

 

質疑応答(10分) 

 

 

【特支分科会・協議】 

『課題解決の方策

について』 

 

分科会の概要 

5年研 5～６名程

度と中堅研 4～5  

名程度で構成す

るグループに分

かれて、5年研が

作成した課題に

ついて協議し、必

要に応じて担当

指導主事の助言

を受ける。 

 

分科会場： 

多目的棟 

 

※詳細については、

別に各学校あて

事務連絡にてお

知らせします。 

≪高等学校≫ 

②地歴･公民

⑧保健体育 

 ⇒本館３階 

 

①国語 

⑩美術,書道 

 ⇒本館４階 

 

③数学 

⑪外国語 

 ⇒教科棟 

  ２階 

 

④物理 

⑤化学 

⑥生物 

⑦地学 

⑫家庭,福祉 

 ⇒理科棟 

 

⑨音楽 

 ⇒多目的棟 

  ２階 

 

⑬農業,水産 

⑭工業 

⑮商業 

 ⇒産技棟 

 

⑯情報 

 ⇒ＩＴ棟 

  ３階 

 

≪特別支援≫ 

⇒多目的棟 

11：45～13：00 昼食（75分） 

高等学校(５年研･２年研) 各分科会場 特別支援学校(５年研･中堅研) 

13：00～ 

 17：00 

【教科研修会】（高等学校） 

 『教科指導の工夫・改善Ⅱ』 

 

13：00～ 

17：00 

 

【特支分科会・協議】 

『課題解決の方策について』 

・研究協議 

・講評 

17:00～ 

 17：15 

・振り返り用紙記入･提出 17:00～ 

 17：15 

・振り返り用紙記入･提出 

 

 



【８月 16日(木)】  ５年研(高校 66名，特支 34名) 

時 間 高等学校・特別支援学校 会場等 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

多目的棟 

9：30～11：00 

（90分） 

 

 

 

【講義】 

 『学校・家庭・地域が連携した減災社会の構築に向けて』 

  講師：神谷 大介 准教授 (琉球大学工学部) 

○質疑応答含む 

 

11：00～11：10 休憩（10分） 

11：10～12：00 

（50分） 

 

 

【実践発表】 

 『「学び続ける教員像」の確立 －県外人事交流経験者報告－』 

  説明者：大城 克磨（学校人事課主査） 

  発表者：平敷 陽介(北部農林高等学校) 

      當眞 正太(島尻特別支援学校) 

 

12：00～13：15 昼食（75分）  

13：15～14：55 

（100分） 

 

 

 

14：55～15：05 

【講義･演習】 

 『（予防的開発的）教育相談の工夫』 

  講師：野原 剛 研究主事 

 

 

○質疑応答(10分) 

多目的棟 
15：05～15：20 休憩（15分） 

15：20～16：50 

（90分） 

 

 

 

16：50～17：00 

【講義】 

 『生徒指導』 

  講師：新垣 和哉 課長補佐（県警察本部生活安全部少年課 

                 少年サポートセンター） 

 

○質疑応答(10分) 

17：00～17：15 ・振り返り用紙記入･提出 

 

 

【８月 17日(金)】  ５年研(高校 66名，特支 34名) 

時 間 高等学校・特別支援学校 会場等 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

多目的棟 

 

9：30～11：30 

（120分） 

 

 

【講義】 

 『情報モラル教育』 

  講師：外間 学 研究主事、 野林 聖 研究主事 

○質疑応答含む  

11：30～11：45 事務連絡（校内研修等について） 

11：45～13：00 昼食（75分） 

13：00～15：00 

（120分） 

 

 

 

【講義】 

 『職場におけるメンタルヘルス』 

  講師：宮城 政也 准教授（琉球大学教育学部） 

○質疑応答含む 

 

 

15：00～15：15 ・振り返り用紙記入･提出及び事務連絡 

 

 

 



２年研・５年研合同教科研修会 会場一覧【８月 15日（水）】 

 

【高等学校】 

教 科 場 所 人数 

① 国語 本館４階 第５研修室 9人 

② 地歴・公民 本館３階 第３研修室 11人 

③ 数学 教科研修棟（情報処理教育棟）２階 小講義室 15人 

④ 物理 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 1人 

⑤ 化学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 4人 

⑥ 生物 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 10人 

⑦ 地学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 1人 

⑧ 保健体育 本館３階 第１研修室 14人 

⑨ 音楽 多目的研修棟２階 音楽研究室 5人 

⑩ 美術・書道 本館４階 図画工作美術研究室 7人 

⑪ 外国語 教科研修棟（情報処理教育棟）２階 演習室 8人 

⑫ 家庭・福祉 理科・技術家庭棟１階 食物実習室 8人 

⑬ 農業・水産 産業教育棟２階 環境制御室 5人 

⑭ 工業 産業教育棟３階 通信システム室 5人 

⑮ 商業 産業教育棟３階 CABシステム室 7人 

⑯ 情報 IT教育棟３階 ネットワーク研究室 2人 

 

【特別支援学校】 

 場 所 

全体会、分科会 多目的研修棟１階 講堂 63人 

 


