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第１日目：７月 25日（水曜日） 

高等学校 特別支援 養護教諭 学校栄養 

時 間 内   容 備 考 

8:30～9:00 【受付】  

9:00～9:15 【開会行事】 

 １ 開会のことば 

  ２  所長あいさつ  

所長：與座 博好 

 ３ 研修者代表あいさつ  高等学校初任者 

 ４ 閉会のことば  

  ※説明及び諸連絡（比嘉） 

希望の間(センター棟 2階)  

司会：宮國 

スクール形式 

準備｛MC｝ 

ホテル： 

会場図（図 1）P3 

9:20～10:00 【所長講話】 

 「初任者に望むこと」 

   講師：県立総合教育センター    所長 與座博好     

   ［謝辞］：特別支援初任者 

講師紹介：比嘉 

準備｛ MC,PJ,SR,PC,椅子 ｝ 

会場図（図 1）P3 

10:15～11:45 

 

 

 

11:45～12:00 

【講義・演習】 

 「社会人としての基本的なビジネスマナー」 

   講師：花城奈美子（学校法人KBC学園） 

   ［謝辞］：新規採用養護教諭 

質疑・応答 

12:00～13:00 【昼食】夢の間・愛情の間                               会場図（図２）P4 

【着替え・出発準備】正面玄関ロビー集合・バス乗車 

昼食後、畳間にて着替え 

（男性→好きの間、女性→正・平和の間） 

13:30～16:00 【平和教育】 

「糸数壕（アブチラガマ）」 
※運動靴・懐中電灯、持参、服装は軽装、荷物は最小限（貴重品は自己管理）にする。 

両手が使えるようにリュックやウエストバッグ等がよい。（※雨天時に備えてカッパを持参する。） 

担当：宮國、比嘉、松田（佳）、松田（優） 

16:00～16:30 【初任者支払い】 

（糸数壕から戻り次第、校種別にフロントにて支払いを済ませる。栄養→特支→県立→養護） 

フロント 

16:30～18:30 【休憩・入浴】 フロント：鍵受け取り 

18:30～21:00 【夕食・懇談】                                                                  会場図（図２）P4 夢の間・愛情の間 

(センター棟 2階) 
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第２日目：７月 26日（木曜日） 

高等学校 特別支援 養護教諭 学校栄養職員 

【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 

【講義】9：00～10：00 
「生徒指導」講師：平良博志 
(県立総合教育センター研究主事) 
[謝辞]：渡久地政宏（沖縄工業高校） 
【休憩】10:00～10:15 
【講義】10:15～11:45 
「総合的な学習の時間」講師：比嘉孝司 
[謝辞]：高等学校初任者 
(県立総合教育センター指導主事) 
【振り返り用紙記入】11:45～12:00 

【講義】9：00～11 ：40 

「コーチング」 

講師：勝連 雅美 

(日本スクールコーチ協会)  

[謝辞]：特別支援初任者 
 
 

【振り返り用紙記入】 

11:45～12:00 

【講義・演習】9：00～12：00（休憩含む） 
 「児童生徒のけがの対応」 
①学校における救急法の理論と実際 

 ②転落時の応急処置 
 ③止血法 
 講師：日本赤十字社沖縄県支部 
    救急法・水上安全法指導員 
[謝辞]：新規採用養護教諭 

  ※室内用シューズを持参する。 
服装は軽装。 

【講義・協議】9：00～12:00 

「週報の活用」 

～管理と指導を結びつけた計画の工夫～ 

 講師：玉城 恵子 

渡嘉敷村立阿波連小学校 

(渡嘉敷学校給食調理場) 

［謝辞］新規採用学校栄養職員 

 

希望の間(センター棟 2階)  
スクール形式 
準備MC,PJ,SR,PC会場図（図1）P3 

情熱の間(センター棟 2階) 
進行：比嘉 
会場図（図4）P5 

体育館(クーラー３Ｈ) 
進行：松田（佳） 
準備MC,PJ,SR,PC 三角巾 
会場図（図3）P7 

熱意 (センター棟２階) 
スクール形式：準備 PJ,PC,ｽｸﾘｰﾝ  
会場図（図 5）P5 

【昼食・休憩・研修準備】12:00～13:30 
夢の間・愛情の間(センター棟2階) 

【講義・実習】13:30～16:30 

 「学校における救急法の理論と実際」「手当の基本」「心肺蘇生法」「止血法」「骨折の

固定・運搬法」 

   講師：日本赤十字社沖縄県支部 救急法・水上安全法指導員 

[謝辞]高等学校初任者 

 ※室内用シューズを持参する。服装は軽装。 

【講義・演習】13:30～16:30 

「保健室における疾病管理とけがの対応」 

講師：内間みゆき 南風原中学校 

津波めぐみ  大山小学校 

      喜舎場直美  小禄高等学校 

白井 紀子  島尻特別支援学校 

[謝辞]： 新規採用養護教諭 

【振り返り用紙記入】16:30～17:00 

 

【講義・演習】13:30～15:30 
「衛生管理の徹底」 
～作業工程表・動線図の作成～ 
講師：屋比久善昭（QSCサポート代表） 
【講義・演習】15:45～16:45 
｢作業工程・動線図、記録簿の確認｣ 
（各記録簿 1日分5部持参） 

［謝辞］新規採用学校栄養職員 

講師：松田 優子 
（県立教育センター研究主事） 
【事務連絡・振り返り用紙記入】 

体育館(クーラー３Ｈ) 
準備MC,PJ,SR,PC 
三角巾 会場図（図3）P7 

進・情熱の間(センター棟2階) 
担当：松田（佳） 
準備MC,PJ,SR,PC  
会場図（図6）P6 

熱意(センター棟２階) 
スクール形式：準備 PJ,PC,ｽｸﾘｰﾝ 
会場図（図 5）P5 

【休憩・入浴】17:00～18:30  各部屋 

【夕食・懇談】18:30～21:00  夢の間・愛情の間(センター棟2階) 
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第３日目：７月 27日（金曜日） 

 

高等学校 特別支援 養護教諭 学校栄養 

【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 【受付】8：40～9：00 

【講義】9：00～10：10 
「キャリア教育」 
講師：キャリアガイダンス編集長 山下真司 
(株式会社 リクルートマーケティングパートナーズ) 
[謝辞]：特別支援初任者 
【休憩】10:10～10:35 
【講義】10:35～11:45 
 「共有すべき学校保健上の課題 ―メンタルヘルスの視点から―」 
講師：宮城 政也 (琉球大学教育学部准教授) 
[謝辞]：高等学校初任者 
【振り返り用紙記入】11:45～12:00 

【講義・演習】9：00～10：00 
「現代的課題を抱える子供たちへの支援」 
  講師：松田 佳奈子 
    （県立教育センター研究主事） 
【休憩】10:00～10:15 
 
【講義・演習】10：15～12：00 
「思春期の心の病とその対応」 
  講師：田仲 和子（出前講座） 

(日本精神科看護協会沖縄県支部） 
[謝辞]：新規採用養護教諭 

【講義・演習】9：00～10:45 
「課題研究報告書について」 
※中間報告書持参 

【休憩】10:45～11:00 
【講義・協議】11:00～12:00 
「食物アレルギー対応について」 
講師：松田 優子 

（県立教育センター研究主事） 
※アレルギー詳細献立表等5部持参 

希望の間(センター棟 2階)  
進行：宮國 
準備MC,PJ,SR,PC 会場図（図1）P3 

進・情熱の間(センター棟2階) 
進行：松田（佳） 
準備MC,PJ,SR,PC  
会場図（図6）P6 

熱意 (センター棟２階) 
スクール形式準備 PJ,PC,ｽｸﾘｰﾝ 
会場図（図 5）P5 

【昼食・休憩・研修準備】12:00～13:15 
夢の間・愛情の間(センター棟2階) 

【受付】13：15～13：30 
【講義】13:30～15:30 
「ＥＳＤ 持続可能な開発のための教育について」 
講師：石丸哲史（福岡教育大学教授） 
[謝辞]：特別支援初任者     【振り返り用紙記入】15:30～15:45 

【受付】13：15～13：30 
【講義・演習】13：30～15：30 

「学校における健康教育」 講師： 宮城 政也(琉球大学教育学部准教授） 
［謝辞］：新規採用養護教諭 

【振り返り用紙記入】15:30～15:45 

進・情熱の間(センター棟2階)  
進行：松田（佳） 
準備MC,PJ,SR,PC  
会場図（図6）P6 

希望の間(センター棟 2階)  
進行：比嘉 
準備MC,PJ,SR,PC 会場図（図1）P3 

【閉会行事】16：00～16：20 
１ 開会のことば 
２ 主催者あいさつ   

教職研修総括：古我知博樹 
３ 研修者代表あいさつ  新規採用学校栄養職員 
４ 閉会のことば 

希望の間(センター棟2階)  
担当：宮國 
司会：松田（優） 
準備MC 
会場図（図 1）P3 

【研修のまとめ・諸連絡・片付け・解散】16：20～ 


