
 

令和４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：令和４年８月 16日（火）～ 19日（金）【４日間】 

       校内研修：令和４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   

 （１）校外研修【於：県立総合教育センター】 

 （２）校内研修                                                                                            

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 8/19 に検討した指導案を

もとに行う。 

 

 午前 午後 

16

日 

(火) 

主管班挨拶 教職研修総括 島田 純 

『教職員の服務及び心得』 

 講師：学校人事課  

県立学校人事管理監 遠越 学 

『本県の学校教育における現状と課題』 

 講師：学校支援総括 玉木 亨 

『教職員評価システムの概要』 

  講師：学校人事課 主査 稲福 悠 

 

『少年犯罪の現状と対応・関係機関との連携』

講師：沖縄県警察本部生活安全部少年課 

少年サポートセンター課長補佐 宮城 栄一郎 

17 

日 

(水) 

『予防的開発的教育相談の工夫』 

 講師：研究主事 大城 エリカ 

『学び続ける教員像｣の確立』 

 説明者：学校人事課 主査 平良 哲也 

 発表者： 

開邦高等学校教諭 新城 貞治 

宮古特別支援学校教諭 新城 理奈  

『カリキュラム・マネジメント』 

講師：琉球大学大学院教育研究科准教授  

比嘉 俊 

 

『職場におけるメンタルヘルス』 

講師：琉球大学教育学部教授 宮城 政也 

18 

日 

(木) 

『情報モラル教育』 

講師： 

ＩＴ教育班 研究主事 志良堂 哲也 

ＩＴ教育班 研究主事 野口 智徳 

  

『発達障害支援について（関連機関との連携と

保護者対応）』 

 講師：沖縄県発達障がい者支援センター 

    課長 言語聴覚士 大城 貴子 

※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) 

19 

日 

(金) 

【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：主任研究主事 湧武 真也 

【特別支援】（特別支援学校中堅研と合同） 

『教科指導の工夫･改善』 

  講師： 研究主事 仲松 智 

TEL:933-7518


６ その他 

  (1) 研修４日目【８月 19日(金)】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) 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。 

  (3) 追加の連絡に関しては、研修対象者の OPENメール宛てに送付します。確認お願いします。 

※ 日 程 

【８月 16日(火)】  場所：多目的研修棟 ５年研(高校 55名，特支 25名)  

時 間 高等学校・特別支援学校 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

9：30～ 9：40 

(10分) 

・主管班あいさつ 県立総合教育センター 教職研修総括 島田 純 

・日程説明（司会） 

9：40～10：40 

（60分） 

 

【講義】 

 『教職員の服務及び心得』 

  講師：学校人事課 県立学校人事管理監 遠越 学 

10：40～10：50 休憩（10分） 

10：50～11：50 

（60分） 

 

【講義】 

 『本県の学校教育における現状と課題』 

 講師：県立総合教育センター 学校支援総括 玉木 亨 

11：50～12：00 振り返り用紙記入及び事務連絡 

12：00～13：00 昼食（60分） 

13：00～13：30 資料配付及び午後の日程説明 

13：30～14：15 

（45分） 

 

【講義】 

『教職員評価システムの概要』 

 講師：学校人事課 主査 稲福 悠 

14：30～14：40 休憩（10分） 

14：40～16：10 

（90分） 

 

 

16：10～16：20 

【講義】 

『少年犯罪の現状と対応・関係機関との連携』 

講師：沖縄県警察本部生活安全部少年課少年サポートセンター健全育成担当 

課長補佐 宮城 栄一郎 

○質疑応答(10分) 

16：20～16：30 休憩（10分） 

16：30～17：00 ・振り返り用紙記入･提出及び事務連絡 

 

【８月 17日(水)】  場所：多目的研修棟  ５年研(高校 55名，特支 25名) 

時 間 高等学校・特別支援学校 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

9：30～10：40 

（70分） 

【講義】 

 『（予防的開発的）教育相談の工夫』 

  講師：県立総合教育センター 研究主事  大城 エリカ 

10：40～10：50 休憩（10分） 

10：50～11：50 

（60分） 

 

【講義・実践報告】 

 『「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：学校人事課 主査 平良 哲也 

発表者：開邦高等学校 教諭 新城 貞治 

宮古特別支援学校 教諭 新城 理奈 



11：50～12：00 振り返り用紙記入及び事務連絡 

12：00～13：00 昼食（60分） 

13：00～13：20 資料配付及び午後の日程説明 

13：20～14：50 

（90分） 

 

【講義･演習】 

『カリキュラム・マネジメント』 

 講師：琉球大学大学院教育研究科准教授 比嘉 俊 

14：50～15：00 休憩（10分） 

15：00～16：30 

（90分） 

【講義演習】 

【講義】 

 『職場におけるメンタルヘルス』 

  講師：琉球大学教育学部教授 宮城 政也 

16：30～17：00 ・振り返り用紙記入･提出 

 

【８月 18日(木)】  場所：多目的研修棟  ５年研(高校 55名，特支 25名) 

時 間 高等学校・特別支援学校 

9：00～ 9：30 受付及び資料配布 

9：30～11：30 

（120分） 

 

【講義】 

 『情報モラル教育』 

  講師：ＩＴ教育班 研究主事 志良堂 哲也 

ＩＴ教育班 研究主事 野口 智徳 

○質疑応答含 

11：50～12：00 振り返り用紙記入及び事務連絡 

12：00～13：00 昼食（60分） 

13：00～13：20 資料配付及び午後の日程説明 

13：30～15：00 

（90分） 

 

【講義】 

『発達障害支援について（関連機関との連携と保護者対応）』 

  講師：沖縄県発達障がい者支援センター 課長 言語聴覚士 大城 貴子 

※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) 

15：00～15：10 休憩（10分） 

15：10～15：30 ・振り返り用紙記入･提出及び事務連絡 

 

【８月 19日(金)】  ５年研(高校 55名，特支 25名)，２年研(高校 50名)，中堅研(特支 48 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） 

予定 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） 

 

 

【教科ガイダンス】（高等学校） 

 『教科指導の工夫・改善Ⅰ』 

①国語分科会［２年研６人,５年研６人］ 

  下地 農  指導主事 

②地歴･公民分科会［２年研６人,５年研４人］ 

  我如古 香奈子 指導主事 

③数学分科会［２年研５人,５年研６人］ 

  湧川 泰成 指導主事 

④物理分科会［２年研１人,５年研１人］ 

  山城 富 研究主事 

【講義】 

『障害者差別解消

法ついて』 

講師：主任研究主

事 湧武 真也 

(90分) 

 

質疑応答(10分) 

 

≪高等学校≫ 

③数学 

⑧保健体育 

⇒本館３階 

 

①国語 

②地歴･公民 

⑪外国語 

⇒教科棟２階 

 



⑤化学分科会［２年研１人,５年研２人］ 

  名嘉 克弥 研究主事 

⑥生物分科会［２年研２人,５年研３人］ 

  照屋 香  研究主事 

⑦地学分科会［２年研０人,５年研１人］ 

  髙見 伸江 研究主事 

⑧保健体育分科会［２年研１人,５年研４人］ 

  前城 優子 研究主事 

⑨音楽分科会［２年研１人,５年研３人］ 

  髙江洲 奈 研究主事 

⑩美術･書道分科会［２年研２人,５年研１人］ 

  渡久地 伸一 研究主事 

⑪外国語分科会［２年研８人,５年研６人］ 

  グレイ 雅美 主任研究主事 

⑫家庭･福祉分科会［２年研３人,５年研５人］ 

  屋良 陽子  指導主事 

⑬農業･水産分科会［２年研１人,５年研３人］ 

  上唐 由紀子 主任研究主事 

    兼次 あかね 研究主事 

⑭工業分科会［２年研８人,５年研６人］ 

  岸本 博次 指導主事 

  佐久本 厚 指導主事 

  塩浜 浄  研究主事 

⑮商業分科会［２年研２人,５年研２人］ 

  仲宗根 一成 研究主事 

⑯情報分科会［２年研３人,５年研２人］ 

  志良堂 哲也 研究主事 

【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。 

④物理 

⑤化学 

⑥生物 

⑦地学 

⑫家庭,福祉 

 ⇒理科棟 

 

⑩美術,書道 

 ⇒本館４階 

 

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 

７．新型コロナウイルス感染拡大防止の対応 

(1) 風邪の症状や 37.5℃以上の発熱があるなどの体調不良がある場合は、研修の参加を自粛してくださ

い。また、その際は、所属校教頭を通して担当主事まで連絡してください。 

(2) 教育センター来所前に「健康状態申告書」の必要事項を記入し、来所の際に担当主事へ提出してく

ださい。（添付データ参照、または、沖縄県立総合教育センターWebページよりダウンロードして使

用） 

(3) 研修時には、マスクの着用をお願いします。 

(4) 次の方は、研修に参加することができません。 

    ①「健康状態申告書」の提出がない方     ②未記入及び検温をされていない方 

(5) 濃厚接触者となる可能性が生じた等の場合、担当主事へ速やかに連絡してください。 



 

２年研・５年研合同教科ガイダンス 会場一覧【８月 19日（金）】 

 

【高等学校】 

教 科 場  所 

人数 

（2年研＋

5年研） 

① 国 語 教科研修棟２階 演習室 12 人 

② 地歴・公民 教科研修棟２階 小講義室 10 人 

③ 数 学 本館３階 第１研修室 11 人 

④ 物 理 理科・技術家庭棟２階 第６研修室(２階) 物理実験室(３階) 2 人 

⑤ 化 学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室(２階) 化学実験室(２階) 3 人 

⑥ 生 物 理科・技術家庭棟２階 第６研修室(２階) 生物実験室(２階) 5 人 

⑦ 地 学 理科・技術家庭棟２階 第６研修室(２階) 地学実験室(３階) 1 人 

⑧ 保健体育 本館３階 第２研修室 5 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 3 人 

⑪ 外国語 教科研修棟２階 大講義室 14 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 4 人 

⑭ 工 業 産業教育棟２階 情報応用室 14 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 ネットワーク室 5 人 

 

【特別支援学校】 

 場  所 

人数 

（5年研＋

中堅研） 

全体会、分科会 多目的研修棟１階 講堂 78人 

 


