
研修体系：行政研修 基本研修 指定研修 

平成 31 年度 県立高等学校教職２年目研修実施要項 

 

１ 研修項目：「生徒指導」「特別支援教育」「課題研究中間検討会」「教科ガイダンス」 

 

２ 目  的：生徒指導上の諸問題に対応するため、必要な知識や技能を習得する。また、発達障害の 

理解と対応について学ぶ。さらに、初任研で培った、教科指導における学習評価能力や実践 

的指導力の更なる向上を目指すとともに、課題研究の取組を通して専門性の向上を図る。 

 

３ 内  容：教育相談、特別支援教育、課題研究中間検討会、教科指導の工夫・改善 

 

４ 日   時：令和元年８月 19 日（月）・20日（火） 

 

５ 場   所：県立総合教育センター  

 

６ 対   象：県立高等学校に勤務する教諭であって、県教育委員会が実施した初任者研修を 

       平成 30 年度までに終了した者（50 名） 

 

７ 研修内容及び日程  ※詳細は別紙参照 

日程 研修内容 担当者・講師 

８ 

月 

19 

日 

(月) 

午
前 

【講義】生徒指導 

      「生徒理解について」 

【講義】特別支援教育 

      「発達障害の理解と対応について」 

 

県立総合教育センター教育経営研修班 

研究主事 平良 博志 

沖縄県発達障がい者支援センター 

がじゅま～る  

社会福祉士･精神保健福祉士 

久貝 晶子 

午
後 

【班別協議】課題研究 

「中間報告、研究協議」 

県立総合教育センター教育経営研修班 

研究主事 上原 信 

８ 

月 

20 

日 

(火) 

午
前 

教科ガイダンス(５年研合同研修)  

『教科指導の工夫･改善Ⅰ』 

     ・事例研究、模擬授業、研究協議 等 

県立総合教育センター 

各教科担当主事 

午
後 

教科ガイダンス(５年研合同研修)  

『教科指導の工夫･改善Ⅱ』 

     ・事例研究、模擬授業、研究協議 等 

県立総合教育センター 

各教科担当主事 

 

８ 提出文書：①中間報告書（２枚） ７月 25 日（木）までに下記担当へ電子メールにて提出 

          ※電子メールは学校代表端末からまとめて送付をお願いします。 

                    ※ファイル名は、「△△○○：２年研計画書（□□）」として下さい。 

           △△：学校番号（半角）、○○：学校名、□□：教諭名 

           例）23 首里：２年研計画書（上原） 

※電子メールの件名は、「△△○○：２年研計画書」として下さい。 

           例）23 首里：２年研計画書 

               ②各教科事前提出資料（別紙参照） 

 

 

 担当 

 県立総合教育センター 教育経営研修班 

   研究主事 上原 信 

  TEL:098-933-7518 FAX:098-933-3233 

   E-mail: ueharshn@pref.okinawa.lg.jp 



※ 日 程 

【８月 19 日(月)】   

時 間  会場等 

9:00～9:15 受付及び資料配布 

本館３階 

講義室 

9:15～9:20 日程説明及び諸連絡 

9:20～10:20 

（60 分） 

【講義･演習】 

 『生徒理解について』 

講師：平良 博志（県立総合教育センター研究主事） 

○質疑応答を含む 

10:30～12:00 

（90 分） 

【講義･演習】 

 「発達障害の理解と対応について」 

  講師：社会福祉士･精神保健福祉士 久貝 晶子 

   （沖縄県発達障がい者支援センターがじゅま～る） 

○質疑応答を含む 

12:00～13:00 昼食（60 分）  

13:00～13:30 受付・資料配付  

13:30～15:30 

（120 分） 

【班別協議】 「課題研究中間報告会」 （７班） 

  担当：上原 信（県立総合教育センター研究主事） 
本館会議室他 

15:30～15:50 休憩（20 分）  

15:50～16:40 

（50 分） 

【全体会】 「課題研究中間報告会」各班報告・指導助言 等 

  担当：上原 信（県立総合教育センター研究主事） 

本館３階 

講義室 

16：40～17：00 振り返り用紙記入･提出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【８月 20 日(火)】  ５年研(高校 69 名)，２年研(高校 50 名) 

時 間 高等学校(５年研･２年研) 会場等 

9：00～ 9：30 受付（本館１階ロビー） 本館１階ロビー 

9：30 ～9：45 移動・準備（15 分）      

9：45～12：00 

（135 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７人,２年研５人］ 

  寺井俊博 指導主事 

②地歴･公民分科会［５年研３人,２年研４人］ 

  我如古香奈子 指導主事 

③数学分科会［５年研 11人,２年研５人］ 

  高原香織 研究主事 

④物理分科会［５年研１人,２年研２人］ 

  濱川武司 研究主事 

⑤化学分科会［５年研４人,２年研１人］ 

  名嘉克弥 研究主事 

⑥生物分科会［５年研２人,２年研２人］ 

  林 尚美 主任研究主事 

⑦地学分科会［５年研２人,２年研 1 人］ 

  仲里 健 指導主事 

⑧保健体育分科会［５年研 10 人,２年研３人］ 

  城田 亮 研究主事 

⑨音楽分科会［５年研２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５人］ 

  上原 進 研究主事 

⑪外国語分科会［５年研９人,２年研６人］ 

  玉城光師 主任研究主事 

⑫家庭･福祉分科会［５年研３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４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４人,２年研５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２人,２年研２人］ 

  渡慶次克磨 研究主事 

⑯情報分科会［５年研２人,２年研２人］ 

  後藤英樹 研究主事 

高等学校(５年研･２年研)

 各分科会場 

 

12：00～13：00 昼食（60 分） 

13：00～17：00 

（240 分） 
【教科研修会『教科指導の工夫・改善Ⅱ』 

高等学校(５年研･２年研)

 各分科会場 

17:00～17：15 

（15分） 
振り返り用紙記入 

高等学校(５年研･２年研)

 各分科会場 

 振り返り用紙提出 本館 2 階フロア 

 

 

 

 

 

 



２年研・５年研合同教科研修会 会場一覧【８月 20 日（火）】 

 

【高等学校】 

教 科 場 所 人数 

① 国語 本館３階 第２研修室 12 人 

② 地歴・公民 教科研修棟（情報処理教育棟）２階 演習室 ７人 

③ 数学 教科研修棟（情報処理教育棟）２階 小講義室 16 人 

④ 物理 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 ３人 

⑤ 化学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 ５人 

⑥ 生物 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 ４人 

⑦ 地学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室 ３人 

⑧ 保健体育 本館３階 第１研修室 13 人 

⑨ 音楽 多目的研修棟２階 音楽研究室 ４人 

⑩ 美術・書道 本館４階 図画工作美術研究室 ８人 

⑪ 外国語 本館３階 第３研修室 15 人 

⑫ 家庭・福祉 理科・技術家庭棟１階 食物実習室 ６人 

⑬ 農業・水産 産業教育棟２階 環境制御室 ６人 

⑭ 工業 産業教育棟２階 情報応用室 ９人 

⑮ 商業 産業教育棟３階 CAB システム室 ４人 

⑯ 情報 IT 教育棟３階 コンピューターラボ室 ４人 

 

 


