
研修体系：行政研修 基本研修 指定研修 

令和４年度 県立特別支援学校中堅教諭等資質向上研修（夏期校外における研修） 
 

 

１ 主    催：沖縄県教育委員会（主管：県立学校教育課 実施機関：県立総合教育センター） 

２ 育成指標：充実ステージ 「教職を支える力」「学校運営力」 

３ 目    的：教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において、中堅教諭等としての職務を 

遂行する上で必要とされる資質の向上を図る。 

４ 対    象：県立特別支援学校教諭 ４８名 

５ 日    時：令和４年７月 25日(月)～28日(木)，８月 17日(水)～19日(金)  計 7 日間 

６ 場    所：県立総合教育センター 多目的研修棟，本館、IT教育棟、特別支援教育棟 

７ 内    容：下記参照 

 

※ 留意事項 

 (1) 当日は駐車場の混雑が予想されます。 

 (2) 昨年度までに研修の一部を残している方は、その部分のみを受講してください。 
    ※ 夏期のセンターでの校外研修を未受講の方は、今年度の予定より欠席日数分選択し、受講してく 

       ださい。なお、選択した日程は、教頭を通し事前に担当まで連絡を入れてください。 
 (3) [R４特別支援学校中堅教諭等資質向上研修 Teams]を通じた連絡等は、適宜確認してください。 

 (4) 新型コロナウイルスの感染状況等により、実施方法等に変更が生じる可能性があります。 

 

 

【７月 25日（月）】 場所：多目的研修棟  

時間 内容 講師等 

09:00～09:20 受付・資料配布  

09:20～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～10:15 

(45分) 

【講義】 

「服務・教育公務員の心得」 

学校人事課 

 県立学校人事管理監 

      遠越 学 

10:15～11:00 

(45分) 

【講義】 

「本県教育の現状と課題」 

総合教育センター 

学校支援総括 玉木 亨 

11:00～11:15 休憩（15分）  

11:15～12:00 

(45分) 

【講義】 

「教職員評価システムの概要」 

学校人事課 

 主査 稲福 悠 

12:00～13:00 昼食（60分）  

13:00～13:30 資料確認・準備（30分）  

13:30～14:30 

(60分) 

【講義】 

「学校における人権教育」 

総合教育センター 

教育経営研修班 

研究主事 比嘉 剛 

14:30～14:45 休憩（15分）  

14:45～16:45 

（120分） 

【講義･演習】 

｢学校におけるクレーム対応研修｣ 

サイオン総合法律事務所 

 弁護士 横井 理人 

16:45～17:00 諸連絡・振り返りシート記入（15分）  

※終日、高等学校と合同 

 

 



【７月 26日（火）】 場所：本館３F講義室 

時間 内容 講師等 

09:00～09:20 受付・資料配布  

09:20～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～1０：４0 

(７０分) 

【講義】 

「ICTの活用について（GIGAスクール）」 

総合教育センター 

IT教育班 

研究主事 野口智徳 

1０:４0～1０:５0 休憩（1０分）  

1０:５0～12:00 

(７0分) 

【講義】 

｢情報モラルとセキュリティーについて」 

総合教育センター 

IT教育班 

指導主事 山本亘輝 

12:00～13:00 昼食（60分）  

13:00～13:30 資料確認・準備（30分）  

13:30～15:00 

(90分) 

【講義】 

「特別支援教育の現状と課題」 

総合教育センター 

特別支援教育班 

班長 下里佳代子 

15:00～15:15 休憩（15分）  

15:15～16:45 

（90分） 

【講義】 

「学習指導要領と教育課程」 

総合教育センター 

特別支援教育班 

指導主事 西田敦子 

16:45～17:00 振り返りシート記入（15分）  

 

 

【７月 27日（水）】 場所：本館３F講義室 

時間 内容 講師等 

09:00～09:20 受付・資料配布  

09:20～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～1０:２0 

(５０分) 

【講義】 

「教職員のキャリアステージについて」 

総合教育センター 

教育経営研修班 

研究主事 仲松 智 

1０:２０～1０:３0 休憩（1０分）  

1０:３０～12:00 

(９0分) 

【講義】 

｢カリキュラム・マネジメント」 

琉球大学 

 准教授 比嘉 俊 

12:00～13:00 昼食（60分）  

13:00～13:30 資料確認・準備（30分）  

13:30～15:00 

(90分) 

【講義】 

「発達障害の特性理解と就労支援」 

株式会社 アソシア 

代表取締役 CEO 神谷 牧人 

15:00～15:15 休憩（15分）  

15:15～16:45 

（90分） 

【講義】 

「学校におけるストレスマネジメント教育」 

琉球大学 

 教授 宮城 政也 

16:45～17:00 諸連絡・振り返りシート記入（15分）  

 

 



【７月 28日（木）】 場所：IT教育棟１F講義室  特別支援教育棟 

時間 内容 講師等 

09:00～09:25 受付・資料配布  

09:25～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～1１:０0 

(９0分) 

【講義】（場所：IT教育棟１F講義室） 

 「生徒指導の現状と課題」 

総合教育センター 

 研究主事 仲間 貴彦 

1１:０0～11:１0 休憩（10分）  

11:１0～12:00 

(５0分) 

【分科会・教育実践に関する研究協議】  

「研究協議Ⅰ～Ⅳ」に関する概要説明 

総合教育センター 
教育経営研修班 
研究主事 仲松 智 

12:00～13:00 昼食（60分）  

１3:０0～15:３0 

（1５0分） 

【分科会・教育実践に関する研究協議Ⅰ】 
「教育活動実践事例」 
 第１・２部会 (IT教育棟 大講義室) 
 第３部会 (特別支援教育棟 第 1プレイルーム)   
 第４部会 (特別支援教育棟 第 2プレイルーム)   
 第５部会 (特別支援教育棟 観察室)  
 第６部会 （特別支援教育棟 機能訓練室）  
第７部会 (IT教育棟 １F電脳室) 

※事例紹介を基に討議を行う。 

 

※発表 10分、質疑応答 5分程

度。 

 

※各部会において、司会、計時、 

記録等を行う。 

15:３0～1５:５０ 休憩（２０分）  

1５:５０～16:５０ 

（６０分） 

【全体会】（場所：IT教育棟１F講義室） 

 各分科会のまとめ発表（各班 7分程度） 

 

16:５０～17:00 諸連絡・振り返りシート記入（1０分）  

 

【８月１７日（水）】 場所：AM：特別支援教育棟  PM:本館 

時間 内容 講師等 

09:00～09:25 受付・資料配布  

09:25～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～1１:０0 

(９0分) 

【講義】 

 「キャリア教育について」 

総合教育センター 

 主任研究主事 新城啓弥 

1１:０0～11:１0 休憩（10分）  

11:１0～12:00 

(５0分) 

【講義】 

 「学校、福祉、保護者との連携」について 

総合教育センター 
教育経営研修班 
研究主事 仲松 智 

12:00～13:00 昼食（60分）  

１3:０0～15:３0 

（1５0分） 

【分科会・教育実践に関する研究協議Ⅱ】 
「学校、福祉、保護者との連携について」 
  第１部会 (本館３F 第１研修室) 
  第２部会 (本館３F 第１会議室) 
第３部会 (本館３F 第２会議室)  
第４部会 (本館４F 第３会議室)  
第５部会 (本館４F 第４会議室)  
第６部会 (本館４F 第５会議室) 
第７部会 (本館４F A・V研修室) 

※事例紹介を基に討議を行う。 

 

※発表 10分、質疑応答 5分程

度。 

 

※各部会において、司会、計時、 

記録等を行う。 

15:３0～1５:５０ 休憩（２０分）  

1５:５０～16:５０ 

（６０分） 

【全体会】（場所：本館３F講義室） 

 各分科会のまとめ発表（各班 7分程度） 

 

16:５０～17:00 諸連絡・振り返りシート記入（1０分）  

 

 



【８月１８日（木）】 場所：AM：IT教育棟  PM:特別支援教育棟 

時間 内容 講師等 

09:00～09:25 受付・資料配布  

09:25～09:30 諸連絡（日程説明等）  

09:30～1１:０0 

(９0分) 

【講義】 

 「幼児教育について」 

総合教育センター 
教育経営研修班 

研究主事 角本伸枝 

1１:０0～11:１0 休憩（10分）  

11:１0～12:00 

(５0分) 

【分科会・教育実践に関する研究協議Ⅲ】 
「課題研究テーマ検討会」に関する概要説明 

総合教育センター 
教育経営研修班 
研究主事 仲松 智 

12:00～13:00 昼食（60分）  

１3:０0～16:３0 

（２１０分） 

【分科会・教育実践に関する研究協議Ⅲ】 
「課題研究テーマ検討会」 
 第１・２部会 (特別支援教育棟 第 1プレイルーム) 
 第３・４部会 (特別支援教育棟 機能訓練室)   
 第５部会 (特別支援教育棟 第 2プレイルーム)   
 第６部会 (特別支援教育棟 観察室)  
第７部会 (特別支援教育棟 教材教具制作室) 

 

※発表 10分、討議 10分程度。 

 

※各部会において、司会、計時、 記

録等を行う。 

16:3０～17:00 諸連絡・振り返りシート記入  

 

【８月１９日（金）】 場所：多目的研修棟  

時間 内容 講師等 

09:00～09:30 受付・資料配布  

09:３０～09:４５ 諸連絡（日程説明等）  

09:４５～1１:１５ 

(９0分) 

【講義】 

 「障害者差別解消法について」 

総合教育センター 

特別支援教育班 

主任研究主事 湧武 真也 

1１:１５～1１:２５ 休憩（10分）  

1１:２５～12:00 

(３５分) 

【分科会・授業作りに関する研究協議Ⅳ】 

 「指導案作成に関する協議」についての概要説明 

総合教育センター 
教育経営研修班 

研究主事 仲松 智 

12:00～13:00 昼食（60分）  

13:00～1５:30 

（１５０分） 

【分科会・教育実践に関する研究協議Ⅳ】 

 「指導案作成に関する協議」 

【概要】 

・中堅研対象教諭…指導助言、質疑、協議等 

・５年研対象教諭…資料提供、司会、計時、記録等 

※指導案説明１５分、指導助言 10分程度。 

※時間に余裕があれば、情報交換を行う。 

多目的棟フロアにて、 

10 グループ程度を編成し、分

科会を行う。 

 

OJT の観点をもって、分科会

を運営する。 

15:３0～15:４5 休憩（15分）  

1５:４５～16:４５ 

（６０分） 

【全体会】 

 各分科会のまとめ発表 

※各分科会の発表は、５年研対象教諭が行う。 

 

16:45～17:00 振り返りシート記入（15分）  

 


