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シラバスの見方 
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※日程、内容など未定の講座については、決定次第、共有ドライブの研修講座募集一覧

に掲載します。また、e-ネット SAGAMI のスケジュールに入れます。 

③誰が受講 
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③ 
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⑥誰が講師なの？ 

⑤何を学べるの？ 

②どこで 

行うの？ 

①どんな 

研修なの？ 

② 

④いつあるの？ 

① 
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令和４年度 教員に求められる資質・能力 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会人としての基礎的資質・能力 

人間性 ・人間性を高め続ける姿 

社会性 ・社会性を高め続ける姿 

自律性 ・自らを律する姿 

危機管理 ・危機管理意識をもち続ける姿 

教育職としての本質に迫る力 

使命感と熱意 

温かさと先進性 

・教育に対する恒久的な使命感 

・謙虚に学び続ける姿勢 

コミュニケーション能力 ・組織の活性化のための円滑なコミュニケーション 

社会の一員としての自覚 ・社会の状況を把握できる広い視野 

学校経営におけるマネジメント能力 

学校経営への参画 ・学校教育目標の具体化に向けた学校経営への参画 

人材育成 
・自己研鑽 

・ＯＪＴの推進 

地域社会との連携 ・保護者・地域社会への働きかけと協働的な関係づくり 

子ども理解と個・集団を育てる力 

状況把握と共感的理解 
・多面的で公正な情報収集と客観的な分析 

・子どもの思いや特性を受け止める姿勢 

子どもの成長を見据えた指導 
・子ども自身の問題解決力の育成 

・互いを大切にし、高め合える集団づくり 

専門性を高める力 

授業構想力 
・指導と評価の一体化を実現する計画の立案 

・カリキュラム・マネジメントの視点 

授業実践力 

・教科指導の専門性 

・支援教育に関する知識を基にした支援の手立て 

・主体的・対話的で深い学びを実現する授業スキル 

授業改善力 
・子どもの姿を基にした授業分析力 

・分析に基づいた授業改善力 
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令和４年度 教職員研修 概要 

  
 

 

  
 

 

  
 

 講義、協議、実践を通して、教

育に対する恒久的な使命感、謙

虚に学び続ける姿を意識した研

修を行います。 

 
 

・非常勤講師研修講座 

・任期付職員・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者研修講座、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅教諭等資質向上研修講座 

・管理栄養士・栄養士新採用、２、３年次、 

 ５年経験者、１０年経験者研修講座 

使命感と熱意、温かさと先進性

を意識した研修 

 

コミュニケーション能力 

を育む研修 

 

社会の一員としての 

自覚を促す研修 

 
講義、協議、実践を通して、組

織の活性化のためのコミュニケ

ーション能力を育む研修を行い

ます。 

 

講義、協議、実践を通して、社

会の状況を把握できる広い視野

をもてるような研修を行いま

す。 

 
 

・養護教諭新採用、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅養護教諭等資質向上研修講座 

・新任栄養教諭研修講座 

・学校運営推進者研修講座 

・副校長、新任副校長研修講座 

・校長、新任校長研修講座 

・常勤代替教諭研修講座 

・初任者研修講座、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅教諭等資質向上研修講座 

・養護教諭新採用、２、３年次研修講座、向上期研修講座 

・中堅養護教諭等資質向上研修講座 

・新任栄養教諭研修講座 

・管理栄養士・栄養士１０年経験者研修講座 

・校長、副校長研修講座 

・初任者研修指導教員研修講座 

・指導教諭研修講座 

・授業改善リーダー研修講座 

・JAXA との宇宙教育連携講座 

・各教科等教育研修講座 

・公開授業研修講座 

（中学校各教科等、新潟市マイスター教員、指導教諭による） 

・伝達研修講座（小・中学校体育） 

・情報活用能力の育成研修講座 

・ICT を活用した授業改善研修講座 

・校務の情報化研修講座 

・情報教育担当者連絡会 

・道徳教育推進教師研修講座 

・外国語教育推進教師研修講座 

・学校図書館司書教諭研修講座 

・指導主事等訪問支援研修 

・情報教育訪問サポート研修 

・訪問支援研修（東京高専職員、CST） 

・国語科担当者研修講座 

・算数・数学担当者研修講座 

・理科担当者研修講座 

・非常勤講師研修講座 

・任期付職員・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者、２、３年次、向上期研修講座 

・養護教諭３年次研修講座 

・管理栄養士・栄養士１０年経験者研修講座 

・指導主事等訪問支援研修 

・公開授業研修講座 

（中学校各教科等、新潟市マイスター教諭、 

指導教諭による） 

授業実践による研修 
 

講義、協議、校内公開授業、グループ公開授業、授

業参観等の実践を通して、授業改善力を高めます。 

授業づくりのポイントを学ぶ研修 
 

講義、協議を通して、児童生徒の資質・能力を育むた

めの授業づくりのポイントを知り、考え、学びます。 
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 講義、協議、実践を通して、組織につい

て理解し、学校教育目標への具現化に向

けた学校経営への参画意識を高めます。 

 

・非常勤講師研修講座 

・任期付職員・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅教諭等資質向上研修講座 

・養護教諭新採用、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅養護教諭等資質向上研修講座 

・学校運営推進者研修講座 

・副校長、新任副校長研修講座 

・校長、新任校長研修講座 

・新任栄養教諭研修講座 

・管理栄養士・栄養士新採用、２、３年次、 

 ５年経験者、１０年経験者研修講座 

 

 

学校経営への参画意識を 

高める研修 

 

人材育成の意識を醸成する研修 地域社会との連携を図る研修 

 

 講義、協議、実践を通して、

自己研鑽を積み、OJT の推進に

向けて意識を高めます。 

講義、協議、実践を通して、保護者・地

域社会への働きかけと協働的な関係づく

りについての意識を高めます。 

 
 

・支援教育コーディネーター研修講座 

・支援教育コーディネーター新担当者研修講座 

・特別支援学級新担任者研修講座 

・特別支援学級担任者研修講座 

・支援教育スキルアップ研修講座 

・児童生徒理解研修講座 

・人権･福祉教育研修講座 

・情報教育担当者連絡会 

・道徳教育推進教師研修講座 

・外国語教育推進教師研修講座 

・学校図書館司書教諭研修講座 

  

・支援教育コーディネーター研修講座 

・支援教育コーディネーター新担当者研修講座 

・特別支援学級新担任者研修講座 

・特別支援学級担任者研修講座 

・支援教育スキルアップ研修講座 

・通級指導教室担当者研修講座 

・通級指導教室新担当者研修講座 

・指導主事等訪問支援研修 

・任期付任用・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者研修講座（支援教育） 

・２年次研修講座（支援教育選択研修） 

・養護教諭新採用研修講座（支援教育選択研修） 

・養護教諭向上期研修講座（支援教育選択研修） 

・新任栄養教諭研修講座（支援教育選択研修） 

・管理栄養士・栄養士２、３年次研修講座（支援教育選択研修） 

・副校長、新任副校長研修講座 

・校長、新任校長研修講座 

・児童生徒理解研修講座 

・特別支援教育専門研修 

・指導主事等訪問支援研修 

  

 

・任期付任用・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者、２年次研修講座 

・学校運営推進者研修講座 

・校長、新任校長研修講座 

・副校長、新任副校長研修講座 

・児童生徒理解研修講座 

・人権･福祉教育研修講座 

・独立行政法人教職員支援機構主催研修 

 

 

・任期付任用・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭研修講座 

・初任者、２年次研修講座 

・養護教諭新採用、２、３年次、向上期研修講座 

・中堅養護教諭等資質向上研修講座 

・新任栄養教諭研修講座 

・管理栄養士・栄養士新採用、２、３年次、５年経験者、 

 １０年経験者研修講座 

・児童生徒理解研修講座 

・人権･福祉教育研修講座 

・幼・保・小連携研修講座 

支援教育担当者の役割について学ぶ研修 
 

講義、協議、実践を通して、関係機関等と連携し、子

どもの成長を見据え、同僚へ指導助言する力を高めます。 

 

支援教育について学ぶ研修 
 

講義、協議を通して、子どもを取り巻く環境を理解し子ども

一人ひとりに向き合う状況把握力と共感的理解を学びます。 

 

 いじめ未然防止に関する研修 
 

講義、協議を通して、子ども自身の問題解決力

の育成、互いを大切にし、高め合える集団づくり

を意識し指導する力を高めます。 

児童生徒との向き合い方を学ぶ研修 
 

講義、協議を通して、多面的で公正な情報収集と

客観的な分析を行い、子どもの思いや特性を受け止

める姿勢の大切さを学びます。 
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相模原市教育委員会人材育成方針 

＜ Ⅰ はじめに ＞ 

本市においては、『相模原市人材育成基本方針』(以下「市基本方針」という。)に

基づき人材育成を進めてきたところですが、『未来へつなぐ さがみはらプラン』

を推進し、直面する課題の解決に向けて対応できる職員を育成するため、令和３年

５月に市基本方針を改定しました。 

 

改定後の市基本方針においては、職員一人ひとりが、行政のプロフェッショナル

として活躍するために、「目指す人材像」として「未来想定思考で自律的に動く職

員」を掲げ、「人が育ち、人を育てる組織風土」づくりを進め、キャリアビジョン

を描きながら職務を遂行できる職員の育成を目指しています。 

 

相模原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においても、この市基本方針

の改定の趣旨を踏まえ、教育委員会の所管に属する職員としての目指す人材像や、

必要な資質・能力などを定めた『相模原市教育委員会人材育成方針』(以下「本方

針」という。)を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本方針のほか、教員にあっては「相模原市教員のキャリアステージにおける人材育成指標」を、その他の職員

にあっては市基本方針を、それぞれ参照するものとします。 

5



 

＜ Ⅱ 位置付け・対象等 ＞ 

本方針は、市基本方針において各局等が作成するものとされた部門別方針として

位置付け、その対象者は、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校

その他の教育機関等の全ての職員
※1

とします。 

 

事務局等の職員も学校の職員も、同じ教育委員会に所属する職員です。同じ理念

のもとに人材育成を推進することで、各職員がそれぞれの専門性を生かしながら協

力し合い、お互いが相乗効果を発揮できる組織を目指します。 

 

なお、これまでは、教育委員会の事務局等の職員を対象とした「教育局人材育成

方針」と、学校の職員を対象とした「学校人材育成方針」の２つの方針を定めてい

ましたが、これらの方針は廃止し、本方針に統合します。 

 

本方針をもとに教育委員会としての人材育成を推進するとともに、子どもや地域

のため、そしてその未来のため、本市教育施策の一層の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※１ 教育委員会では、多様な職種の職員が専門性を生かし各々の役割を担っています。 

学校     教員(校長、副校長、各教諭)、学校事務、栄養士、調理員、学校技能員など 

社会教育施設 公民館担当職員、司書、学芸員など 

事務局    事務、指導主事、社会教育主事、社会福祉、建築、電気、設備、保健師など  
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＜ Ⅲ 目指す人材像 ＞ 

教育委員会の役割や、市基本方針の目指す人材像である「未来想定思考(バック

キャスティング
※2

思考)で自律的に動く職員」を踏まえ、教育委員会の職員が目指

す人材像を次のとおり設定します。 

 

「子どもと地域の未来に向けて伴走する職員」 

 

このフレーズには、教育委員会の職員は、子どもや地域のあるべき未来を想い、

考え、寄り添いながら未来に向かう人材であってほしい、本市の教育が目指す人間

像である「共に認め合い 現在
い ま

と未来を創る人」
※3

を自ら体現する人材であってほ

しいという思いを込めています。 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※2  将来のあるべき姿から逆算する形で、その実現のために取り組むべき事柄(プロセス)を検討する考え方 

※3 「第２次相模原市教育振興計画」(以下「教育振興計画」という。)に記載。以下抜粋 

 ○共に認め合い 

今後どのような時代になっても、一人ひとりが自分らしく輝き、多様な人々が共に生きるためには、まず

自分の良いところや可能性に気付き、更には短所を含めて自分自身だと認めることが大切です。自分を認め

ることを通じて、自分以外の人にもそれぞれ良いところなどがあり、多様な人々がいることを理解し、皆が

共に認め合い、つながり、支え合えるようになってほしいという思いを込めています。 

 ○現在
い ま

と未来を創る 

予測困難な時代であっても豊かな人生を送るためには、自ら学びに向かい、広く想像し、深く思考して主

体的に行動するとともに、多様な人々が積極的にかかわり、高め合いながら、新たな価値を生み出すことが

求められています。こうしたことを通じ、誰もが心豊かに生き生きと活躍し続けられる現在
い ま

を創るとともに、

人間ならではの感性を働かせ、先端技術を駆使しながら持続可能な未来を創ってほしいという思いを込めて

います。 
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また、教員(校長、副校長及び各教諭。以下同じ。)については、学校におけるそ

の役割を踏まえ、「目指す人材像」に加えて「目指す教員像」を次のとおり設定し

ます。 

 

 

教員は、学び続ける存在であることが従来から強く求められています
※4

が、社会

経済情勢が大きく変化する中にあっては、教員自身が常に最新の知識技能を学び続

けていくことがこれまで以上に必要です。また、主体的に学び続ける教員の姿は、

児童生徒にとって重要なロールモデルにもなります。 

 

なお、学校事務職員や栄養士など、教員以外の学校職員にとっても、学校で働く

職員の一員として、これらの視点は重要です。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※4 「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の   

遂行に努めなければならない」(教育基本法(平成１８年法律第１２０号)第９条) 

「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」(教育公務員     

特例法(昭和２４年法律第１号)第２１条) 

「教育愛にあふれ社会の中で学び続ける教員」 

（１）人間性豊かな教員 

子どもと共に感動を分かち合い、情熱をもって夢を語れる教員 

（２）信頼される教員 

子どもの願いや悩みに真剣に向き合い、家庭・地域・仲間と共に、そ

の実現・解決に努める教員 

（３）指導力向上に努める教員 

子ども一人ひとりが「もっと学びたい」「もっと知りたい」と感じる

授業を目指し、その実現のため自己研鑽に努める教員 
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＜ Ⅳ 必要な資質・能力 ＞ 

目指す人材像の実現に向け、一人の社会人として、教育に関わる公務員として、

職員が身に付けることが必要な資質・能力を次のとおり掲げます。 

 

１ 各分野、各職種に共通のもの 

（１）社会人としての基礎的資質・能力
※5

 

＜人 間 性＞ 

職務に対しての自覚、使命感や熱意、責任感をもち、高い識見をもって人権

感覚を身に付けるとともに、規律を守り、礼儀正しい行動をとる。 

 

＜社 会 性＞ 

社会の状況を把握して職責にあたるとともに、コミュニケーション能力を高

め、良好な人間関係を構築し、協働的に職務を遂行する。 

 

＜自 律 性＞ 

健康管理と基本的な生活習慣の維持を行うとともに、法令や規則の遵守等、

職務遂行のための業務管理を行う。 

 

＜危機管理＞ 

危機管理意識をもち、見通しをもって様々なリスクに積極的な姿勢で対応す

る。 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※5 「相模原市教員のキャリアステージにおける人材育成指標」にも同様に掲げています。 
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（２）人権の尊重 

自身の大切さとともに他の人の大切さを認め、一人ひとりをかけがえのない

個人として尊重して行動する。 

 

（３）コンプライアンス意識 

教育に関わる公務員であることを自覚し、コンプライアンスを遵守する。 

 

（４）専門性と協働 

自身の役割を認識し、その専門性を発揮するとともに、異なる価値観や意見

を認め合いながら、他職種との協働や、学校・地域が連携した取組を実践する

ことができる。 

 

（５）広い視野と学び 

広い視野をもち、様々な課題を自分事として捉え、柔軟性をもって社会人と

して学び続けることができる。 

 

（６）課題解決・施策(企画)立案能力 

現状を適切に認識し、あるべき未来を見据えるとともに、既存の概念にとら

われることなく、変革意識とコスト意識を合わせもちながら、課題解決・施策

(企画)立案することができる。 
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２ 学校教育分野 

○ 子どもや保護者、地域の立場で考えるとともに、学校教育における目標と課

題を共有し、他職種と協働しながら教育環境の質を高めることができる。 

 

○ 働き方改革の視点をもちながら、ICT 環境を活用した「新たな時代の学校」

の創造に向けた改革に取り組むことができる。 

 

  このほか、職種ごとに必要な資質・能力は次のとおりです。 

 

（１）教員 

   詳細は「相模原市教員のキャリアステージにおける人材育成指標」において

規定しますが、教員に必要な資質・能力のうち、各教員に共通する主な事項は

次のとおりです。 

目指す力 領域 内容 

【教員の素養】 

教育職としての 

本質に迫る力 

使命感と熱意 

温かさと先進性 

教育に対する恒久的な使命感 

謙虚に学び続ける姿勢 

コミュニケーション

能力 

組織の活性化のための円滑な

コミュニケーション 

社会の一員としての

自覚 

社会の状況を把握できる広い

視野 

【マネジメント】 

学校経営における 

マネジメント能力 

学校経営への参画 
学校教育目標の具体化に向け

た学校経営への参画 

人材育成 
自己研鑽 

ＯＪＴの推進 

地域社会との連携 
保護者・地域社会への働きか

けと、協働的な関係づくり 

【子ども理解・ 

 学級づくり】 

子ども理解と 

個・集団を育てる力 

状況把握と共感的理解 

多面的で公正な情報収集と客

観的な分析 

子どもの思いや特性を受け止

める姿勢 

子どもの成長を 

見据えた指導 

子ども自身の問題解決力の育

成 

互いを大切にし、高め合える

集団づくり 
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（２）指導主事 

   専門職員としての知識・経験を生かしながら、学習指導要領等を踏まえ、学

校に対し適切に助言・指導ができる。 

 

（３）学校事務 

学校職員の一員として、標準職務の実施に加え、それぞれの強みを生かしな

がら、円滑な学校運営に資することができる。 

 

（４）栄養士、管理栄養士 

食に関する専門職としての知識・経験を生かしながら、日々の給食管理を行

うとともに、子どもの目線に立った効果的な食の指導に資することができる。 

 

（５）技能職員(調理員、学校技能員など) 

技能の研鑽を行い、学校教育の安全・安心を支える役割を全うできる。 

 

 

３ 社会教育分野 

○ 公民館職員、司書、学芸員など、それぞれの立場から専門性を発揮し、社会

の変化や地域の学習課題、市民ニーズに適切に対応した施策(企画)を立案する

ことができる。 

 

○ 地域の人材や資源をコーディネートし、専門的技術的な助言・指導を行うこ

とで、地域住民の主体的な学びを促すことができる。 

 

 

◎現場に必要な視点、事務局の役割 

これまで、主に分野別に求める資質・能力を示してきましたが、学校や公民館

など教育機関の職員にあっては、分野や職種に関わらず、子どもや市民と直接関

わる者としての自覚を常にもちながら業務を行うことが特に重要です。 

また、事務局職員にあっては、分野や職種に関わらず、教育行政全体を俯瞰す

る立場から、それぞれの専門的な知見を生かしながら事業に取り組むことが特に

重要です。 
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＜Ⅴ 主な取組 ＞ 

目指す人材像及び必要となる資質・能力の育成に向け、次のとおり取り組みます。 

 

なお、各取組に対し主な実施主体を記載しますが、これらの実施主体に限らず、全

ての職員が意識しながら取り組むことが重要です。 

 

１ 職員が互いに尊重し、認め合う職場づくりを推進します。 

（１）職員同士の相互理解を深められるよう、ICT 環境も活用しながら、各所属に

おいて他職種や他の教育機関等との関わり・連携を促し、自所属の業務だけで

なく、他の業務への理解も深めるよう努めます。地域人材、地域団体等に対し

ても同様です。研修担当 管理職 

 

（２）連携・協働が求められる課題に係る研修等については、受講者を教育委員会

内部に限定することなく、外部受講者も受け入れるとともに、外部の研修等に

も積極的に参加します。研修担当 職員自身 

 

（３）機会を捉えて各職員が自由に意見を出し合える場をもうけ、業務改善や施策

立案につなげていきます。管理職 職員自身 

 

２ 各職員の専門性を高めます。 

（１）職務内容に応じた専門研修を実施するとともに、業務に有用な資格取得の機

会を提供します。なお、事務職員にあっては、行政実務の専門職として、その

専門性を高めます。研修担当 

 

（２）専任職制度
※6

など、組織としての専門的な能力や職員の意欲向上に向けた仕

組みについて検討・導入します。人事担当 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※6 特定分野での職務経験を一定程度有する職員を配置するもの。当該職員は知識や経験を生かして

業務を推進するだけでなく、知識や技術を生かして日常的な業務研修、業務指導を行うことで組織とし

ての専門性の向上を図ります。 
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３ 土台となる各職員の基礎力を高めます。 

（１）新任職員に対し、自身の業務だけでなく、本市教育施策全体に対する理解が

深まるよう「教育振興計画」を基にした研修を行います。 

また、本方針を浸透させるため、各研修の実施に当たっては、本方針を参照

します。研修担当 

 

（２）各所属において OJT を推進します。指導する職員は、目先の実務だけでな

く、過去の経緯や業務の目的、課題も含めた現状とノウハウを正しく伝えます。

管理職 職員自身 

 

（３）研修等により組織としての人権意識・コンプライアンス意識の醸成を図りま

す。研修担当 管理職 職員自身 

 

 

＜ Ⅵ 取組期間 ＞ 

市基本方針の取組期間及び教育振興計画の計画期間を踏まえ、本方針の取組期間

は、令和９年度までを目途とします。 

 

なお、必要に応じて適宜見直すものとします。 
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人間性 人間性を高め続ける姿

社会性 社会性を高め続ける姿

自律性 自らを律する姿

危機管理 危機管理意識をもち続ける姿

使命感と熱意

温かさと先進性

教育に対する恒久的な使命感

謙虚に学び続ける姿勢

学ぶ姿勢をもち続け、全教職員と
支援の方法について共有し、組
織的に子どもを支援し、中核的な
役割を果たしている。

コミュニケーション能力
組織の活性化のための円滑なコ
ミュニケーション

自分の強みを生かし、課題を共有
し、共に解決できるような環境をつ
くり、円滑なコミュニケーションを促
進している。

社会の一員としての自
覚

社会の状況を把握できる広い視
野

広い視野で社会の変化を的確に
捉え、見通しをもって教育活動に
生かしている。

学校経営への参画
学校教育目標の具体化に向けた
学校経営への参画

自分の強みを把握しつつ幅広い
視野をもち、学校経営を推進する
とともに、専門性を生かして指導、
助言をしている。

人材育成
自己研鑽

ＯＪＴの推進

課題解決のために情報の共有に
努め、人材育成を意識して、自己
の役割に応じて指導的役割を果
たしている。

地域社会との連携
保護者・地域社会への働きかけと
協働的な関係づくり

保護者・地域、関係機関との連携
を図り、協働的なネットワークを生
かし、教育活動を推進している。

状況把握と共感的理
解

多面的で公正な情報収集と客観
的な分析

子どもの思いや特性を受け止め
る姿勢

子どもの思いや特性、家庭環境や
人間関係などを多面的に把握し、
組織的に子どもを支援する体制を
整えている。

子どもの成長を見据え
た指導

子ども自身の問題解決力の育成

互いを大切にし、高め合える集団
づくり

学校における個や集団の実態を
把握し、子ども一人ひとりが力を
発揮して互いを高め合えるような
指導の方法や支援の手だてを工
夫し、周りの教職員に助言して共
通理解を図っている。

学ぶ姿勢をもち続け、子どもの未来を見据
えて、学校経営を行っている。

教職員について把握し、組織の目的や自
分の意図を説明し、円滑なコミュニケーショ
ンを促進している。

広い視野で社会の変化を的確に捉え、見
通しをもって学校経営に生かしている。

保護者・地域、関係機関と連携し、協働的
なネットワークを構築している。

学校の実態を的確に把握して学校教育目
標の具体化をめざすとともに、周りの教職員
との共通理解を図り、指導、助言をしてい
る。

学校教育目標の理解のもと、
学級経営等の方針を策定し、
実践している。

保護者・地域、関係機関と
積極的に関わり、協働的な
関係を構築している。

積極的に学校経営に参画する
とともに、自己の役割に応じて
指導、助言をしている。

教育職としての
本質に迫る力

教
員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力

保護者・地域、関係機関と連携
し、協働的なネットワークづくり
を推進している。

学校教育目標の理解のも
と、学校経営方針に基づい
て、積極的に学校経営に参
画している。

広い視野で教育について捉
え、社会の変化に柔軟に対応
し、教育活動に生かしている。

健康管理と基本的な生活習慣の維持、法令や規則の遵守、職務遂行のための業務管理を行う。

職務に対しての自覚、使命感や熱意、責任感をもち、高い識見をもって人権感覚を身に付けるとともに、規律を守り、礼儀正しい行動をとる。

学ぶ姿勢をもち続け、子どもの
支援について全教職員と共有
し、組織的に子どもを支援して
いる。

学ぶ姿勢をもち続け、教職に
対する使命感をもって子どもを
支援している。

学ぶ姿勢をもち続け、教職
に対する使命感をもって組
織の一員として子どもを支援
している。

教職員間の連絡調整を適切
に行い、円滑なコミュニケー
ションを図っている。

課題解決のために情報の共有
に努め、人材育成を意識して、
指導的役割を果たしている。

保護者・地域との連携の重要
性を理解し、実践している。

周りの教職員の助言を参考に
指導改善に努め、その成果を
生かそうとしている。

保護者・地域と積極的に関わ
り、協働的な関係を構築してい
る。

教職員との報告・連絡・相談を
適切に行い、円滑なコミュニ
ケーションを図っている。

広い視野で教育について考
え、社会の変化に柔軟に対応
している。

課題を共有し、共に解決できる
環境をつくり、円滑なコミュニ
ケーションを促進している。

広い視野で教育について考
え、社会の変化に柔軟に対
応し、教育活動に生かして
いる。

相模原市　教員のキャリアステージにおける人材育成指標

  教育愛にあふれ社会の中で学び続ける教員

        （１）人間性豊かな教員　　　　　（２）信頼される教員　　　　　（３）指導力向上に努める教員

基礎形成期

教
員
像

め
ざ
す

養成期 向上期 発展期

専門性を高め、高度な実践を展開し、学校
経営に参画する

組織の一員として教育に対する知見を深め、
求められる資質・能力の基礎を形成する

実践力を磨き、学校経営に参画する
組織の一員として教育活動を展開し、求め
られる資質・能力の基礎を形成する

キャリアステージ

内容領域めざす力

専門性を高め、学校経営を推進する リーダーとして学校経営を推進する

学級の子どもの思いや特性、
家庭環境や人間関係などの把
握に努めている。

学級の子どもの思いや特性、
家庭環境や人間関係などを把
握し、子ども一人ひとりに向き
合っている。

学年の子どもの思いや特
性、家庭環境や人間関係な
どを把握し、子ども一人ひと
りに向き合っている。

学校の子どもの思いや特性、
家庭環境や人間関係などを多
面的に把握し、教職員間の共
通理解を図っている。

学校経営における
マネジメント能力

校長の人材育成の方針を踏まえ、教職員を
指導するとともに、力を発揮できる職場環境
を整備している。

社会人としての
基礎的資質・能力

危機管理意識をもち、見通しをもって様々なリスクに積極的な姿勢で対応する。

採用前 初任者～３年次 ４年次～２校目１年目 2校目２年目～１１年目

子どもの思いや特性、家庭環境や人間関
係、社会的背景などを多面的に把握し、教
職員の理解を促進している。

子ども理解と
個・集団を育てる力 個や集団の実態を把握し、子

ども一人ひとりが力を発揮して
互いを高め合えるような指導の
方法や支援の手だてを工夫し
ている。

学級における個や集団の実態
を把握し、子ども一人ひとりが
力を発揮して互いを高め合え
るような指導の方法や支援の
手だてを工夫し、実践してい
る。

学年における個や集団の実
態を把握し、子ども一人ひと
りが力を発揮して互いを高め
合えるような指導の方法や
支援の手だてを工夫し、実
践している。

学校における個や集団の実態
を把握し、子ども一人ひとりが
力を発揮して互いを高め合え
るような指導の方法や支援の
手だてを工夫し、教職員間の
共通理解を図っている。

全教員が個や集団を育てる力を高められる
ように環境を整備している。

周りの教職員の助言を参考
に指導改善に努め、その成
果を組織に広げている。

学ぶ姿勢をもち続け、教職に
対する使命感をもっている。

組織の一員としての役割を理
解し、教職員との円滑なコミュ
ニケーションを図っている。

学校組織や校務分掌を理解
し、実践している。

周りの教職員の助言を参考に
指導改善に努めている。

広い視野で教育について考え
ている。

社会の状況を把握して職責にあたるとともに、コミュニケーション能力を高め、良好な人間関係を構築し、協働的に職務を遂行する。

教員の素養

マネジメント

子ども理解

学級づくり

養成期
採用前

向上期
２校目１年目～採用１０年

発展期
採用１１年目～

基礎形成期

初任者～１校目

自己実現期
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領域 常勤代替教諭
任期付職員（教諭）

 ２年次 ３年次

授業構想力

指導と評価の一体化を実現する計
画の立案

カリキュラム・マネジメントの視点

授業実践力

教科指導の専門性

支援教育に関する知識を基にした
支援の手立て

主体的・対話的で深い学びを実現
する授業スキル

授業改善力
子どもの姿を基にした授業分析力

分析に基づいた授業改善力

領域
常勤代替養護教諭

任期付職員（養護教諭）  ２年次 ３年次

保健管理
学校保健安全法に基づいた適切な保健
管理

保健教育
養護教諭の専門性を生かした保健教育

学級担任等と連携した保健教育

健康相談
養護教諭の専門性を生かした健康相談

教職員との協働、関係機関との連携

保健室経営
養護教諭の役割と職務内容を理解した、
計画的、組織的な保健室経営

保健組織活動
保健組織活動の意義を理解した指導計
画

領域
常勤代替栄養教諭

任期付職員（栄養教諭）  ２年次 ３年次

給食の献立を活用した効果的な指導

食に関する指導の全体計画に基づいた
指導

子どもの実態の把握に努めた相談指導

学校給食実施基準に基づいた適正な栄
養バランスのとれた献立の作成

学校給食衛生管理基準に基づいた調理
従事者や施設設備の衛生管理

基礎形成期

初任者

キャリアステージ

めざす力 内容

保健組織活動の意義と学校保健に
関する校内外の協力体制の重要性
を理解し、実践に生かしている。

保健組織活動の意義を理解し、指導
計画を作成している。

学校保健安全法における健康相談
の位置付けを理解し、実践に生かし
ている。

指導と評価の計画を立てることがで
きる。

学習指導要領を理解し、実践に生か
している。

教職員と連携し、養護教諭の専門性
を生かした保健教育を実践してい
る。

子どもの学習の達成状況を評価規準
に照らして捉えることができる。

養成期 基礎形成期

子どもの学習の達成状況を評価規
準に照らして捉え、その後の指導に
生かすことができる。

授業のねらいを明確にし、目標達成
に向けた授業展開をすることができ
る。

非常勤講師 初任者

目標達成に向けた授業展開の中
で、主体的・対話的で深い学びを意
識した授業を行うことができる。

個々の心身の健康課題を理解し、教
職員等と連携しながら健康相談を
行っている。

キャリアステージ

学習指導要領に基づき、単元や題
材、授業の目標を適切に設定するこ
とができる。

専門性を高める力

養成期 基礎形成期

個別的な相談指導の基礎的な知識
を身に付け、実践に生かしている。

【栄養教諭・総括教諭・副校長・校長】

給食の献立や食品についての基礎
的な知識を身に付け、実践に生かし
ている。

学校給食の役割や適切な栄養管理
について理解し、実践に生かしてい
る。

学校給食実施基準に基づき、適正な
栄養バランスのとれた献立を作成し
ている。

衛生管理の基礎的な知識を身に付
け、実践に生かしている。

学校給食衛生管理基準に基づき、
安全や衛生に配慮した環境整備を
行っている。

キャリアステージ

めざす力 内容

食に関する指導

給食管理

食に関する健康課題を理解し、教職
員と連携しながら相談指導を行って
いる。

給食の献立を活用し、教職員と連携
しながら指導を行っている。

食に関する指導の基礎的な知識を身
に付け、実践に生かしている。

教職員と連携し、各教科等のねらい
を明確にした指導を行っている。

専門性を高める力

非常勤講師 初任者めざす力 内容

養成期

保健室の機能を踏まえ、学校教育目
標や学校保健目標について理解し、
実践に生かしている。

学校保健安全法に基づいた適切な
保健管理の必要性を理解し、実践に
生かしている。

今日的な健康課題を把握し、適切に
対応している。

専門性を高める力

非常勤講師

子どもの健康課題に応じた保健室経
営計画を作成、立案し、保健室経営
を実施している。

【教諭・総括教諭・指導教諭・副校長・校長】

【養護教諭・総括教諭・副校長・校長】

授業づくり
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中堅研以降のすべての教職員 学校運営推進者

自校や地域の特色に応じて、カリキュラ
ム・マネジメントの視点をもって、指導と評
価の計画を立てることができる。

カリキュラム・マネジメントの視点をもっ
て、系統的・横断的な教科指導を実践す
ることができる。

カリキュラム・マネジメントの
視点をもって、系統的・横
断的な教科指導を実践す
ることができる。

「指導と評価の一体化」を実現するととも
に、授業改善に関する具体的な手立てを
同僚や後輩に対して指導、助言をするこ
とができる。

保健管理における校内体制を整備し、指
導的役割を果たしている。

保健管理における校内体
制を整備し、指導的役割を
果たしている。

保健教育を計画的、組織的に実践、評
価し、指導的役割を果たしている。

保健教育を計画的、組織
的に実践、評価し、指導的
役割を果たしている。

個々の心身の健康課題の解決に向け
て、組織的に連携するために指導的役
割を果たしている。

個々の心身の健康課題の
解決に向けて、組織的に
連携するために指導的役
割を果たしている。

学校教育目標の具体化に向けて、保健
室経営の視点から指導、助言をしてい
る。

学校教育目標の具体化に
向けて、保健室経営の視
点から指導、助言をしてい
る。

保健組織活動を実践し、指導的役割を
果たしている。

保健組織活動を実践し、
指導的役割を果たしてい
る。

給食の時間における指導を計画的、組
織的に実施し、指導的役割を果たしてい
る。

給食の時間における指導
を計画的、組織的に実施
し、指導的役割を果たして
いる。

食に関する指導の全体計画の作成と実
施について指導的役割を果たしている。

食に関する指導の全体計
画の作成と実施について
指導的役割を果たしてい
る。

食に関する課題を捉え、保護者や教職
員と連携し、個別的な相談指導において
中核的な役割を果たしている。

食に関する課題を捉え、保
護者や教職員と連携し、個
別的な相談指導において
中核的な役割を果たして
いる。

高度な専門的知識を生かして適切な栄
養管理を行い、指導的な役割を果たして
いる。

高度な専門的知識を生か
して適切な栄養管理を行
い、指導的な役割を果たし
ている。

学校全体における衛生管理について、
指導的役割を果たしている。

学校全体における衛生管
理について、指導的役割
を果たしている。

教育課程及び授業展
開や授業改善へ指
導、助言をしている。

自校や地域の特色に
応じてカリキュラムを
編成している。

自校の取組を評価
し、カリキュラムを改
善している。

教育課程及び授業展
開や授業改善へ指
導、助言をしている。

自校や地域の特色に
応じてカリキュラムを
編成している。

自校の取組を評価
し、カリキュラムを改
善している。

自己実現期

学校運営推進者

　

自校や地域の特色に応じて、カリキュラム・マネジメ
ントの視点をもって、教育課程を編成できる。

「指導と評価の一体化」を実現できるよう、自校の取
組を評価し、教育課程を改善できる。
自校の教育課題を分析・考察し、組織的に授業改善
を行い、学力の定着・向上に取り組むことができる。

自己実現期

校長・副校長

校長
副校長

１２年目以降の全ての栄養教諭

中堅研以降のすべての養護教諭

学校運営推進者

自己実現期

校長
副校長

保健室経営計画を基に、教職員と
共通理解を図り、保健室経営を実
施している。

保健室経営計画を基に、教職員と共
通理解を図り、組織的に保健室経営
を実施している。

向上期 発展期

１１年目（中堅養護教諭等資質向上研修）２校目の１年目

保健組織活動が主体的に行われ
るよう指導計画を作成し、内容を
工夫しながら実施している。

個々の心身の健康課題の解決に向
けて、関係機関と連携した組織体制
を整備し、適切な支援を行っている。

向上期 発展期

子どもの実態に応じた授業を展開す
るとともに、教科指導の専門性を生か
した授業を実践することができる。

「指導と評価の一体化」を実現すると
ともに、授業改善に関する具体的な
手立てを同僚や後輩とともに考えるこ
とができる。

子どもの実態に即した指導と評価
の計画を立てることができる。

主体的・対話的で深い学びを意識
した授業を行う中で、子どもの実
態に応じて、個々に適切な支援を
講じることができる。

子どもの学習状況を評価規準に
照らしたことを基に授業改善を繰り
返しながら、単元や題材の指導を
進めることができる。

向上期 発展期

学校や地域の特性を踏まえ、適切
な栄養管理を行っている。

学校全体における衛生管理につい
て、指導的役割を果たしている。

高度な専門的知識を生かして適切な
栄養管理を行い、指導的な役割を果
たしている。

施設に応じた衛生管理の課題に
ついて、教職員に適切な提案を
行っている。

食に関する課題を捉え、保護者や
教職員と連携し、個別的な相談指
導を行っている。

食に関する課題を捉え、保護者や教
職員と連携し、個別的な相談指導に
おいて中核的な役割を果たしてい
る。

各教科等における食に関する指
導において「食育の視点」を位置
付け、意図的に指導を行ってい
る。

食に関する指導の全体計画の作成と
実施について指導的役割を果たして
いる。

家庭や地域と連携し、給食の時間
における効果的な指導を行ってい
る。

給食の時間における指導を計画的、
組織的に実施し、指導的役割を果た
している。

２校目の１年目 １１年目（中堅教諭等資質向上研修）

教科等横断的な学びを重点としたカ
リキュラム・マネジメントの視点をもっ
て指導と評価の計画を立てることがで
きる。

保健組織活動が主体的に行われるよ
う指導計画を作成し、内容を工夫、改
善しながら実施している。

各教科等との関連性を踏まえた保
健教育を実践、評価し、推進して
いる。

各教科等との関連性を踏まえた保健
教育を実践、評価し、効果的に推進
している。

今日的な健康課題の解決に向け
て、対応している。

今日的な健康課題の解決に向けて、
組織的に対応している。

５年経験者 １１年目（１０年経験者研修）

個々の心身の健康課題の解決に
向けて、関係機関と連携した組織
体制を整備し、支援を行ってい
る。
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教職員研修の受講  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）「Ａキャリアステージ研修」は、該当者全員対象の指定研修とします。 

（イ）「Ａキャリアステージ研修」（管理職研修を除く）を欠席、早退、遅刻した場合は、その状況

に応じて代替研修を実施します。 

なお、代替研修の実施日時、内容、対象者等は当該校長（又は副校長）へ連絡いたします。 

（ウ）「Ａキャリアステージ研修」「Ｂ専門研修」「Ｅ職能研修」の研修時間は、原則次のとおりです。 

   ・課業期間 【１５:００～１７:００】 

   ・課業外期間【 ９:３０～１２:００、１４:００～１６:３０】 

   その他の研修時間に実施する研修講座もあります。 

詳しくは、講座案内（各校に１冊配付）や、研修講座募集一覧（月別）等をご覧ください。 

 

（ア）受講の申込みは、毎月行います。 

実施講座 申し込み締め切り日 

◇   ４月に実施の講座 

◇   ５月に実施の講座 

◇ 以降、毎月実施の前の月の２０日を締め切りとします。 

４月 ５日（火） 

４月２０日（水） 

 

（イ）申し込んだ方は原則全員受講可能です。 

受講申込者数が募集人数を大幅に上回った場合には、調整いたします。 

（ウ）申込み締め切り日を過ぎた場合の変更については、校長（又は副校長）から教育センターへ電

話連絡をお願いいたします。 

（エ）日時、会場等が「未定」の講座については、後日詳細をお知らせします。 

 

（ア）研修日程が分かっている講座については、その都度出張依頼文書は発送しません。未定の講座 

については、後日詳細をお知らせします。 

（イ）基本研修については、１回目のみ出張依頼文書を送付します。２回目以降については第１回時     

の配付資料や研修講座案内をご確認ください。 

 

（ア）自然災害や感染症拡大などにより、研修講座が変更・中止・延期になる場合があります。研修

講座が変更・中止・延期になる場合のみ、お知らせします。 

（イ）大雨、暴風雨、大雪などの自然災害の時は、相模原市教育センターホームページにて、ご確認 

ください。 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouikucenter/  

（ウ）各学校への電話連絡はいたしません。 
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オンライン研修について  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「研修講座案内」の日時・場所等の欄に「オンライン」と記載されている研修については、 

オンラインでの研修となります。 

イ 使用するアプリケーションは、原則「Cisco Webex Meetings」です。   

※事前に「（３）接続方法～オンライン研修システムへの接続方法～」を確認し、各校からロ

グインしてください。なお、「校務の情報化研修講座」を含め、いくつかの研修については、

別のアプリケーション（zoom等）を使用する予定です。その場合は、別途お知らせいたしま

す。また、実施方法について変更する場合についても、別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

資料をダウンロードしてください。 

※資料については、実施日２日前までに次の場所に格納します。 

  【資料格納場所】 

（ア）eネット SAGAMI共有キャビネット「教育委員会各課のキャビネット/ 

15教育センター【研究・研修班】」のフォルダ内の各研修フォルダ 

   （イ）Google共有ドライブ「教職員研修資料（教育センター）」のフォルダ内の 

各研修フォルダ 

「（３）接続方法～オンライン研修システムへの接続方法～」を確認の上、 

参加してください。 

   ※５分前までには、ログインを完了させてください。 

振り返りを提出してください。 

なお、振り返りについては、各研修でお伝えする Google forms の専用フォームで回答し、送

信してください。提出期限は、研修終了後１週間以内です。 
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               ※資料中の画面は令和４年４月時点のものです。 

 準備するもの 

  ・Chromebookクロームブック  ・ログインするアカウント 

① Chromebook にログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Google の検索画面に「webex」と入力します 

③ 検索して CiscoWebex のサイトをクリックします。 

④ CiscoWebex のサイトが開いたら「ミーティングに参加」をクリックします。 
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⑤次のミーティング情報を入力します。 

「１５８ １３５ ９３３９」 
※学習情報班で行う研修は「１５８ ９４９ ３１４８」になります。 

⑥氏名欄には【中学校区番号 学校名 氏名】、メールアドレス欄には Google 

アカウントのアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。 

⑦「ミーティングに参加する」をクリックして、研修に参加します。 

「中学校区番号 学校名 名前」 

（例）077 さがみ小学校 〇〇〇〇 

※中学校区番号については、次頁の「中

学校区番号」で確認し、半角で入力

してください。 
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中学校区 

番号 
中学校区名 学校名 

001 相陽中学校区  相陽中学校、新磯小学校、麻溝小学校、夢の丘小学校 

002 上溝中学校区  上溝中学校、陽光台小学校、星が丘小学校、上溝小学校、作の口小学校 

003 田名中学校区  田名中学校、田名小学校、田名北小学校 

004 大沢中学校区 大沢中学校、九沢小学校、大沢小学校 

005 旭中学校区 旭中学校、宮上小学校、橋本小学校、旭小学校 

006 大野北中学校区 大野北中学校、淵野辺小学校、大野北小学校 

007 大野南中学校区 大野南中学校、大沼小学校、谷口台小学校、若松小学校 

008 相模台中学校区 相模台中学校、相模台小学校、桜台小学校 

009 清新中学校区 清新中学校、清新小学校、横山小学校 

010 上鶴間中学校区 上鶴間中学校、上鶴間小学校、くぬぎ台小学校 

011 麻溝台中学校区 麻溝台中学校、双葉小学校 

012 共和中学校区 共和中学校、共和小学校、淵野辺東小学校 

013 緑が丘中学校区 緑が丘中学校、光が丘小学校、青葉小学校 

014 大野台中学校区 大野台中学校、大野台小学校 

015 相武台中学校区 相武台中学校、もえぎ台小学校、緑台小学校 

016 谷口中学校区 谷口中学校、鶴園小学校、谷口小学校 

017 中央中学校区 中央中学校、中央小学校、富士見小学校 

018 新町中学校区 新町中学校、南大野小学校、鶴の台小学校 

019 弥栄中学校区 弥栄中学校、並木小学校、弥栄小学校 

020 相原中学校区 相原中学校、当麻田小学校、相原小学校 

021 上溝南中学校区 上溝南中学校、新宿小学校、上溝南小学校 

022 小山中学校区 小山中学校、向陽小学校、小山小学校 

023 若草中学校区 若草中学校、相武台小学校、若草小学校 

024 由野台中学校区 由野台中学校、大野台中央小学校 

025 内出中学校区 内出中学校、二本松小学校、大島小学校 

026 鵜野森中学校区 鵜野森中学校、鹿島台小学校、大野小学校 

027 東林中学校区 東林中学校、東林小学校 

028 相模丘中学校区 相模丘中学校、川尻小学校、湘南小学校、広田小学校 

029 中沢中学校区 中沢中学校、広陵小学校 

030 中野中学校区 中野中学校、中野小学校、津久井中央小学校 

031 串川中学校区 串川中学校、串川小学校、根小屋小学校 

032 鳥屋中学校区 鳥屋中学校、鳥屋小学校 

035 北相中学校区 北相中学校、千木良小学校、桂北小学校 

036 内郷中学校区 内郷中学校、内郷小学校 

037 藤野中学校区 藤野中学校、藤野小学校、藤野南小学校、藤野北小学校 

301 青和学園 青和学園（前期課程、後期課程） 
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基本研修 

ア 基本研修は、該当者全員対象の指定研修とします。

 （受講に関しては、「(2)経験年数及び在職期間の算定」をご確認ください） 

イ 初任者研修講座と中堅教諭等資質向上研修講座は法定研修ですので、欠席することのないよう

ご配慮ください。  

ウ 基本研修受講者は、年度当初各学校に送付する「基本研修対象者名簿」でご確認ください。 

エ 学校や本人の事情によりその年度内に研修を受講できない場合は、校長が「基本研修猶予申請

書」を提出し、次年度以降の受講とします。（年度をまたぐ場合は年度ごとに申請してください） 

オ 他の研修等と研修日程が重複した場合は、原則として基本研修を優先してください。 

カ やむを得ず遅刻・欠席・早退をする場合は、校長（又は副校長）から教育センターへ連絡をお

願いします。 

研修講座名 対象者 在職期間の算定の仕方 

２年次研修講座 

（２年目） 

･教職経験１年を経過した者 国・公立及び私立の小・中学校等の教諭、

養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭等に、勤

務した期間を通算した期間とし令和４年

３月３１日までの年数とする。ただし、任

期付職員・常勤代替教諭期間は除く。 

大学・大学院や民間企業、海外等への

派遣期間、指導主事等の教育委員会に従

事した期間も当該在職期間に通算する。 

 また、停職・専従・育休・傷病休暇・休

職等は在職期間から除算する。ただし、１

年未満の端数があるときは、これを切り捨

てた年数とする。（例：１年１１か月→１

年）在職期間が１年未満の場合は対象外と

する。 

 任期付職員、常勤代替教諭、他の任命権

者が実施する同等の研修を受講した者、指

導主事等経験を有する者で当該者の経験

の程度を勘案して研修を実施する必要が

ないと認められる者は対象から除く。 

３年次研修講座 

（３年目） 

･教職経験２年を経過した者 

向上期研修講座 

（２校目の１年目） 

・採用２校目の１年目の者 

 （５、６年次研修を 

受講したものを除く。） 

中堅教諭等資質向

上研修講座 

（９～１２年目） 

･８、９年を経過した者のうち 

校長に推薦された者 

･教職経験１０年を経過した者

（主対象者） 

･教職経験１１年を経過した者

（校内事情による猶予者) 

・学校運営推進者研修講座対象

者は両方受講する。 

 

※研修講座受講に係る経験年数の算定に当たって、上記に記載する期間以外の期間を加算することの 

可否については、校長の申し出により教育センター所長と協議し、決定します。 
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基本研修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年         令和元年      2年      3年        4年           

    4/1       4/1        4/1          4/1              4/1 
経験 

年数 
      

教員ア     
 ４年 

教員イ      ４年 

教員ウ      ４年 

教員エ      ３年 

教員オ      ４年 

教員カ      ３年 

教員キ      ４年 

教員ク      ４年 

教員ケ      ２年 

この用紙はｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有フォルダに格納してあります。

共有キャビネット → 教育委員会各課のキャビネット → 15教育センター【研究・研修班】 

→ 02基本研修 → 基本研修猶予申請書 

 

（ア）基本研修は、当該年度に受講することが原則で

す。学校事情等により当該年度に研修が受講でき

ない場合のみ、学校長より提出してください。 

なお、受講を延期した場合は、翌年の基本研修

を受講することになります。

（イ）産休・育休、休職などの期間は正確に記入して

ください。（令和○年○月○日～○月○日） 

（ウ）年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請してくだ

さい。 

（エ）この申請書は、e-ネット SAGAMIのメールにて 

教育センター研究・研修班へ提出してください。 

 

 

この用紙はｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有フォルダに格納してあります。 

共有キャビネット → 教育委員会各課のキャビネット → 15教育センター【研究・研修班】 

→ 02 Aライフステージ研修（１）基本研修 → 基本研修猶予申請書 

 

（ア）基本研修は、当該年度に受講することが原則で

す。学校事情等により当該年度に研修が受講でき

ない場合のみ、校長より提出してください。 

なお、受講を延期した場合は、翌年の基本研修

を受講することになります。

（イ）産休・育休や傷病休暇などの期間は、正確に記

入してください。（令和○年○月○日～○月○日） 

（ウ）年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請してくだ

さい。 

（エ）この申請書は、e-ネット SAGAMIのメールにて 

教育センター研究・研修班へ提出してください。 

4/1採用 県内公立学校 

4/1採用 県内公立学校 Ａ校 Ｂ校 

9/1採用 県内公立学校 

4/1採用 県内公立学校 Ａ校 Ｂ校 育児休業 1年 Ｂ校 

4/1採用 県内公立学校 Ａ校 休職 6か月 Ｂ校 

4/1採用 県内公立学校 4/1採用 県内公立学校 

4/1採用 他県の公立学校 4/1採用 県内公立学校 

4/1採用 他県の国立学校 9/1採用 県内公立学校 

4/1採用 県内公立学校 4/1採用 専修学校等 
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(1)基本研修………………P.26～34 

(2)養護教諭基本研修……P.35～39 

(3)栄養教諭基本研修……P.40 

(4)学校運営推進者研修…P.41 

(5)管理職研修……………P.42～43 
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　非常勤講師研修講座

研修のポイント

<講師>

備考

　常勤代替教諭研修講座 《対象者》

研修のポイント

<講師>

<講師>

<講師>

         任期付職員
【新任】 常勤代替教諭
         常勤代替養護教諭
                 研修講座

＜事前提出＞学習指導略案（管理職に確認の後、実施日の１週間前まで）

教育センター再任用指導主事

AA02021

４月～7月 授業づくりについて、公開授業・研究協議を通して学ぶことができます。

２回

養護教諭の役割 AA02022

４月～7月 養護教諭の役割について、協議を通して学ぶことができます。

各校　

教育センター再任用指導主事

校内公開授業①

　◇　教職員として、大切な心構えや服務、社会人として心がけなければならないことを学びます。
　◇  児童生徒と向き合い、教育活動を行うための基礎を学びます。
　◇　ねらいを明確にしながら、児童生徒一人ひとりに応じた授業づくりについて学びます。

１回

教職員としての心構えと服務、４月当初の学級経営と授業づくり AA02011

4月15日(金) 15:00～17:00 教職員としての心構えと服務、４月当初の学級経営と授業づくりについて、講義や協議を通し
て学ぶことができます。総合学習センター　大会議室

教職員人事課職員 ，教育センター再任用指導主事

各校　

２回

Ａ キャリアステージ研修：（１）基本研修

　◇　公開授業・研究協議を通じて、児童生徒と向き合い、教育活動を行うための基礎を学びます。
　◇　ねらいを明確にしながら、児童生徒一人ひとりに応じた授業づくりについて学びます。

･希望する場合は、教育センター再任用指導主事に連絡してください。
･学習指導略案は、実施日の１週間前までに、ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで教育支援事務室　再任用指導主事　宛に送信してください。
･書式は､ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有キャビネット･15教育センター【研究・研修班】/02 Aキャリアステージ研修/（1）基本研修/非常勤講師研
修に格納してあります。

【必修】・今年度はじめて任期付職員・常勤代替職員・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭に
　        任命・任用された教職員（他市町村での経験者を除く、年度途中での任命・任用者
　　　　　を含む）
【希望】・経験の少ない任期付職員・常勤代替教諭・常勤代替養護教諭

校内

校内公開授業 AA01011

教育センター再任用指導主事

４月～3月 授業づくりにおける自己の課題について、公開授業・研究協議を通して学ぶことができます。

各校　

＜事前提出＞学習指導略案（管理職に確認の後、実施日の１週間前まで）

養

養
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<講師>

<講師>

<講師>

備考

校内公開授業

<講師>

備考

･初めて任期付職員・常勤代替に任命・任用された学校事務職員及び教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士は、
 第１回目のみ必修。
･初めて任期付職員・常勤代替に任命・任用された特別支援学級新担任者・通級指導教室新担任者は、第１回目のみ必修。
 ２回目以降は希望研修とします。希望する場合は担当の教育センター再任用指導主事に連絡をしてください。
･学習指導案は、実施日の１週間前までに、ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで教育支援事務室　再任用指導主事　宛に送信してください。
･書式は､ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有キャビネット･15教育センター【研究･研修班】/02 Aキャリアステージ研修/(1)基本研修/常勤代替教諭
研修に格納してあります。

9月1日(木) 15:00～17:00 児童生徒理解の重要性について、講義や協議を通して学ぶことができます。

５回

授業づくりにおける自己の課題について、公開授業・研究協議を通して学ぶことができます。

各校　

＜事前提出＞学習指導案（管理職に確認の後、実施日の１週間前まで）

教育センター再任用指導主事

総合学習センター　大会議室　他

教育センター再任用指導主事

教育センター再任用指導主事

４月～3月

各校　

授業づくりにおける自己の課題について、公開授業・研究協議を通して学ぶことができます。

＜事前提出＞学習指導略案（管理職に確認の後、実施日の１週間前まで）

校内公開授業② AA02051

9月～12月

３回

授業づくりと評価 AA02031

6月14日(火) 15:00～17:00 授業づくりと学習評価について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

教育センター再任用指導主事

４回

児童生徒理解の重要性 AA02041

校内

･経験の少ない任期付職員・常勤代替教諭【希望】
･希望する場合は担当の教育センター再任用指導主事に連絡をしてください。

AA02061

養

養
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　初任者研修講座

研修のポイント

◇ 社会人として謙虚に学ぶ　　　　　　　　　◇ 自己を振り返る ◇ 教師としての責任
◇ 積極的なコミュニケーション ◇ 児童生徒の思いや背景の理解 ◇ ねらいを明確にした授業づくり

◎児童生徒理解を基にした学級経営や授業づくりについて学びます。

開講式・教職員としての心構えと服務・社会人としての自覚（火曜グループ） AA03011

4月12日(火) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室　他

5月12日(木) 15:00～17:00

6月9日(木) 14:30～17:00

<講師> 教育センター指導主事

学級づくり①キャリア教育と学級経営の基本（木曜グループ）

教職員としての心構えと服務及び社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶこ
とができます。

総合学習センター　大会議室　他

AA03021

5月17日(火) 15:00～17:00 キャリア教育と学級経営の基本について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

教職員人事課長 ，教育センター所長，教育センター指導主事<講師>

開講式・教職員としての心構えと服務・社会人としての自覚（木曜グループ） AA03012

4月28日(木) 15:00～17:00 教職員としての心構えと服務及び社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶこ
とができます。

<講師> 教職員人事課長 ，教育センター所長，教育センター指導主事

AA03031

5月24日(火) 15:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの具体的な手立てや評価について、講義や協
議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教育センター指導主事

AA03022

キャリア教育と学級経営の基本について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教育センター指導主事

授業づくり①指導と評価の基本Ⅰ（木曜グループ） AA03032

5月26日(木) 15:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの具体的な手立てや評価について、講義や協
議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教育センター指導主事

AA03041

6月7日(火) 14:30～17:00 人権の大切さについて、講義を通して学ぶことができます。児童生徒への具体的な支援方法
について、講義や協議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

<講師> 学校教育課指導主事 ，教育センター指導主事

児童生徒理解②児童生徒や保護者との関わり方（木曜グループ） AA03052

6月30日(木) 14:30～17:00 児童生徒や保護者との関わり方について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表，学校教育課担当課長 ，市立学校教員，教育センター指導主事

１回

２回

３回

４回

児童生徒理解②児童生徒や保護者との関わり方（火曜グループ）

児童生徒理解①人権の大切さ・児童生徒への具体的な支援（火曜グループ）

授業づくり①指導と評価の基本Ⅰ（火曜グループ）

総合学習センター　大会議室　他

学級づくり①キャリア教育と学級経営の基本（火曜グループ）

５回 AA03051

6月28日(火) 14:30～17:00 児童生徒や保護者との関わり方について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表，学校教育課担当課長 ，市立学校教員，教育センター指導主事

児童生徒理解①人権の大切さ・児童生徒への具体的な支援（木曜グループ） AA03042

人権の大切さについて、講義を通して学ぶことができます。児童生徒への具体的な支援方法
について、講義や協議を通して学ぶことができます。

<講師> 学校教育課指導主事 ，教育センター指導主事

養

事

栄

教

養

養

栄

教

栄

教

栄

教

栄

向上期 発展期

初任者研修 ２年次研修 ３年次研修 向上期研修
中堅教諭等
資質向上研修

児童生徒理解
多面的・多角的な
見方の深化

授業づくりの充実
同僚性を意識した
連携・協力・協働

人材育成を意識した
組織マネジメント

基礎形成期

学級づくり

児 童 生 徒 理 解

授 業 づ く り

マ ネ ジ メ ン ト
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備考 ・「初任者研修の手引き」とChromebookは、毎回準備してください。

・学習指導案は、実施日の１週間前までにｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで担当指導主事宛に送信してください。

   ・　　　　　は、教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用研修講座と合同で実施します。

　　　　・　　　　　　　　は、栄養教諭新採用研修講座と合同で実施します。

 　　    ・　　　　　は、養護教諭新採用研修講座、   　  　  は、学校事務職員新採用研修講座と合同で実施します。

７回 体験活動研修 AA03071

8月2日(火) 9:00～17:00

7月28日(木) 9:30～16:30

相模川自然の村野外体験教室　

AA03061

１人１台タブレットPCを活用した授業や情報セキュリティ・モラルについて、実習を通して学ぶことができ
ます。
教育相談の基本的な考え方について、講義やカウンセリング技法の実践を通して学ぶことができます。

会場：市立小・中学校　大会議室　他

<講師> 青少年相談センター指導主事 ，青少年教育カウンセラー ，教育センター指導主事

<講師> 北里大学医学部精神科学 講師・医局長，教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

体験活動の価値を実感し、自分と向き合うことや他者を理解し共感することの大切さに気付
くことができます。

<講師> 相模川自然の村野外体験教室指導主事 ，教育センター指導主事

８回 授業づくり②指導と評価の基本Ⅱ・教員としての自己の振り返りとこれからの展望 AA03081

8月17日(水) 9:30～16:30 児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの学習指導案の書き方について、講義や協議
を通して学ぶことができます。1学期の自分の実践を振り返り、協議を通して自己の課題を明
らかにするとともに、解決への意欲を高めることができます。総合学習センター　大会議室　他

レポート「１学期間の振り返り」（グループの人数分＋２部）

<講師> 教育センター指導主事

１０回

授業づくり③専門性を高めるために（選択研修） AA03101

5月～2月 「公開授業研修講座」（指導教諭による）に参加することを通して、教科の専門性を高めるた
めの多様な指導方法について学ぶことができます。

９回

<講師> 北里大学医学部精神科学 講師・医局長，教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

効果的な心身のセルフケア（木曜グループ） AA03092

9月8日(木) 15:00～17:00 ストレスの状態とその対処法について、講義や協議を通して、その大切さを学ぶことができま
す。

効果的な心身のセルフケア（火曜グループ） AA03091

9月6日(火) 15:00～17:00 ストレスの状態とその対処法について、講義や協議を通して、その大切さを学ぶことができま
す。

<講師> 教育センター指導主事

授業づくり⑤学習指導要領とこれからの授業づくり（火曜グループ） AA03121

2月7日(火) 15:00～17:00 学習指導要領において期待される授業づくりの大切さについて、今までの研修を振り返りな
がら、講義や協議を通して学ぶことができます。

<講師> 教育センター指導主事 ，指導教諭

授業づくり④公開授業と研究協議（指導主事の訪問による） AA03111

9月～1月
児童生徒の実態を踏まえた授業づくりの大切さについて、公開授業と研究協議を通して学ぶ
ことができます。

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教育センター指導主事

授業づくり⑤学習指導要領とこれからの授業づくり（木曜グループ） AA03122

2月9日(木) 15:00～17:00 学習指導要領において期待される授業づくりの大切さについて、今までの研修を振り返りな
がら、講義や協議を通して学ぶことができます。

<講師> 教育センター指導主事

１年間の振り返り・閉講式（火曜グループ） AA03131

2月28日(火) 15:00～17:00 １年間の教育実践の成果と課題を明らかにするとともに、次年度に向けて実践の意欲を高
めることができます。

総合学習センター　大会議室　他

レポート「１年間の振り返り」（グループの人数分＋２部）

<講師> 教育センター所長，教育センター指導主事

１年間の振り返り・閉講式（木曜グループ） AA03132

3月2日(木) 15:00～17:00 １年間の教育実践の成果と課題を明らかにするとともに、次年度に向けて実践の意欲を高
めることができます。

１２回

１３回

総合学習センター　大会議室　他

総合学習センター　大会議室　他

１１回

総合学習センター　大会議室　他

総合学習センター　大会議室　他

６回 教育の情報化・児童生徒理解③教育相談の基本と実践

レポート「１年間の振り返り」（グループの人数分＋２部）

<講師> 教育センター所長，教育センター指導主事

栄教
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　２年次研修講座

研修のポイント

◇ １年目で学んだことの振り返りと、２年目への見通しと手立て　　 ◇児童生徒一人ひとりの変容の丁寧な見取

◇ 多面的・多角的な見方の深化　　　　　　　 ◇道徳科の授業力向上（道徳推進教師との連携）

備考 ＜校内公開授業について＞

･校内公開授業については、道徳教育推進教師が講師を務めることが望ましいですが、校内事情により他の教員に講師を務めて

  いただくことも可能です。

・学習指導案等および報告書は、ｅ-ネットSAGAMIのメールで担当指導主事宛に送信してください。

・書式は、ｅ-ネットSAGAMIの共有キャビネット 教育センター【研究･研修班】/02 Ａキャリアステージ研修/1）基本研修/④2年次研修

  に格納してあります。

グループ公開授業と研究協議（道徳科）（後半グループ） AA04052

10月～2月末 道徳的価値に迫る道徳科の授業の在り方について、授業公開と協議を通して学ぶことができ
ます。代表者の学校
〈持ち物〉授業者の学習指導案，Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

５回
<講師> 教育センター指導主事

２回

３回

４回

10月～2月末 道徳的価値に迫る道徳科の授業の在り方について、授業公開と協議を通して学ぶことができ
ます。代表者の学校
〈持ち物〉授業者の学習指導案，Chromebook

<講師>

グループ公開授業と研究協議（道徳科）（前半グループ） AA04051

<講師> 相模川自然の村野外体験教室指導主事 ，教育センター指導主事

専門性を高めるために（選択研修） AA04041

資質・能力を育成するための多様な指導法について『支援教育研修講座』に参加することを通
して学ぶことができます。各会場　
第1回の講義内で提示する「支援教育研修」内の研修のうち、１講座を選択して受講します。

<講師>

体験活動研修 AA04031

7月29日(金) 9:00～17:00 体験活動の価値を実感し、自分と向き合うことや他者を理解し共感することの大切さに気付く
ことができます。

相模川自然の村野外体験教室　

◎特別の教科　道徳（以下「道徳科」という）の授業公開や協議、選択研修等を通して、
児童生徒との向き合い方やコミュニケーションの大切さを再確認し、１年目で学んできたことを振り返り、
２年目で改善のための見通しをもち、その手立てについて学びます。

１回

オリエンテーション・道徳科の授業づくり（前半グループ） AA04011

5月6日(金) 14:30～17:00 道徳科の授業づくりと選択研修を行うことの意義について、講義や協議を通して学ぶことがで
きます。
〈持ち物〉学習指導要領解説「特別の教科　道徳」，Chromebook

〈持ち物〉学習指導要領解説「特別の教科　道徳」，Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

<講師> 教育センター指導主事

オリエンテーション・道徳科の授業づくり（後半グループ）

総合学習センター　大会議室　他

校内公開授業（道徳科） AA04021

AA04012

5月20日(金) 14:30～17:00 道徳科の授業づくりと選択研修を行うことの意義について、講義や協議を通して学ぶことがで
きます。総合学習センター　大会議室　他

5月～9月末 道徳的価値に迫る道徳科の授業の在り方について、授業公開と協議を通して学ぶことができ
ます。各校　
＜事前提出＞学習指導案・資料（公開授業１週間前まで）
＜事後提出＞校内公開授業報告書（授業実施後２週間以内）

向上期 発展期

初任者研修 ２年次研修 ３年次研修 向上期研修
中堅教諭等
資質向上研修

児童生徒理解
多面的・多角的な
見方の深化

授業づくりの充実
同僚性を意識した
連携・協力・協働

人材育成を意識した
組織マネジメント

基礎形成期

学級づくり

児 童 生 徒 理 解

授 業 づ く り

マ ネ ジ メ ン ト

養
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　３年次研修講座

研修のポイント

◇　主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力の向上

備考 ＜校内公開授業について＞

・校内公開授業①の実施日については、研修者が校内で確認し、決定します。

・校内公開授業②の実施日については、研修者が校内で確認後、担当指導主事と日程調整した上で決定します。

・学習指導案は、授業実施日の１週間前までに、ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで担当指導主事宛に送信してください。

・校内公開授業①の報告書は、研修後２週間以内に、ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで担当指導主事宛に送信してください。

・校内公開授業②は振り返りをFormsで行うため、報告書の提出は必要ありません。
・報告書の書式はｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有キャビネット･教育センター【研究・研修班】/02 Aキャリアステージ研修/（1） 基本研修/⑤3年
次研修に格納してあります。

 ◎初任者研修と２年次研修で身に付けた教員としての基礎的・基本的な力を基に、自主的・計画的な
授業公開や研修講座の受講を通して、実践的指導力や授業改善力の向上をめざします。

◇　授業改善力の向上　◇校内教職員との連携協力　◇スタートとゴールを意識した授業づくり

9月16日(金) 15:00～17:00

<講師>

授業力向上を図るために②（前半グループ）

〈持ち物〉Chromebook

オリエンテーション・授業力向上を図るために①（前半グループ） AA05011

6月1日(水) 15:00～17:00 主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上のための手立てについて、講義や協
議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

6月3日(金) 15:00～17:00 主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上のための手立てについて、講義や協
議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

オリエンテーション・授業力向上を図るために①（後半グループ） AA05012

<講師> 教育センター指導主事

<講師> 教育センター指導主事

校内公開授業① AA05021

6月～9月15日（木） 主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上を図るための手立てについて、公開
授業・研究協議を通して学ぶことができます。

各校　

総合学習センター　大会議室　他

〈事前提出〉学習指導案（公開授業１週間前まで）
〈事後提出〉校内公開授業報告書（授業実施後２週間以内）

〈事前提出〉学習指導案（公開授業１週間前まで）
〈事後提出〉Formsによる振り返り

<講師>

1回

2回

3回

4回

〈持ち物〉Chromebook、校内公開授業の指導案（グループの人数分＋２部）

<講師> 教育センター指導主事

校内公開授業②　指導主事による参観 AA05041

10月～2月 主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上のための課題を分析するとともに、
その改善方法について講義や協議を通して学ぶことができます。

各校　

AA05031

主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上のための課題を分析するとともに、
その改善方法について講義や協議を通して学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook、校内公開授業の指導案（グループの人数分＋２部）

授業力向上を図るために②（後半グループ） AA05032

9月21日(水) 15:00～17:00 主体的・対話的で深い学びの実現をめざした授業力向上のための課題を分析するとともに、
その改善方法について講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

向上期 発展期

初任者研修 ２年次研修 ３年次研修 向上期研修
中堅教諭等
資質向上研修

児童生徒理解
多面的・多角的な
見方の深化

授業づくりの充実
同僚性を意識した
連携・協力・協働

人材育成を意識した
組織マネジメント

基礎形成期

学級づくり

児 童 生 徒 理 解

授 業 づ く り

マ ネ ジ メ ン ト
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　向上期研修講座

研修のポイント

◇ 校内教職員との効果的な連携・協力・協働 ◇  資質・能力を育む授業力の向上
◇ 自己の授業に対する課題発見と改善

備考 ＜再任用指導主事による授業参観について＞

・学習指導案は、実施日の１週間前までに、ｅ-ネットＳＡＧＡＭＩのメールで教育支援事務室 担当再任用指導主事宛に送信してください。

<講師> 教職員給与厚生課　保健師 ，教育センター指導主事

同僚と関わり合ってつくる授業・こころのスキルアップトレーニング AA06012

5月18日(水) 15:00～17:00 同僚との連携・協力・協働することの大切さや資質・能力を育む授業づくりについて、講義を通
して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

1回

教職員の心身の健康管理のためのストレスの対処法について、講義を通して学ぶことができ
ます。

〈持ち物〉Chromebook

«対象者»　①2校目以降である。
            ②3年次研修までを修了している。
          　③5年次、6年次のいずれも修了していない。　 ①～③が全て当てはまる教員

 ◎同僚と関わり合う中での授業研究・授業実践を通して、子ども自身が問題解決力を
　　育むことのできる授業力の向上をめざします。

同僚と関わり合ってつくる授業・こころのスキルアップトレーニング AA06011

5月13日(金) 15:00～17:00

・書式は、ｅ-ネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究･研修班】/02 Aキャリアステージ研修/（1）基本研修/⑥向上期研修に
格納してあります。

同僚との連携・協力・協働することの大切さや資質・能力を育む授業づくりについて、講義を通
して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教職員給与厚生課　保健師 ，教育センター指導主事

教職員の心身の健康管理のためのストレスの対処法について、講義を通して学ぶことができ
ます。

〈持ち物〉Chromebook

2回

〈事前提出〉　学習指導案（公開授業１週間前まで）

<講師> 教育センター再任用指導主事

校内公開授業（再任用指導主事による授業参観） AA06021

６月～１０月末 自己の授業に対する課題と改善方法について、公開授業・研究協議を通して学ぶことができ
ます。各校　

養
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初任者研修 ２年次研修 ３年次研修 向上期研修
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　中堅教諭等資質向上研修講座

研修のポイント

◇

 ◎他の教員と授業づくりを積極的に行うことや、学校運営に参画することを通して、
　リーダーシップを発揮し、組織を活性化する組織マネジメントについて学びます。

多様な専門性をもつ人材と効果的に連携する力　　　　◇　組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

開講式・中堅教諭に求められること（後半グループ） AA07012

4月27日(水) 15:30～17:00 これまでの教育実践や中堅教諭に求められることについて、講義や協議を通して振り返った
り、考えを深めることができます。総合学習センター　大会議室　他

開講式・中堅教諭に求められること（前半グループ） AA07011

4月22日(金) 15:30～17:00 これまでの教育実践や中堅教諭に求められることについて、講義や協議を通して振り返った
り、考えを深めることができます。総合学習センター　大会議室　他

5月25日(水) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントの進め方について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

人材育成を視点とした組織マネジメントについて① AA07021

<講師>

人材育成を視点とした組織マネジメントについて②（前半グループ） AA07041

9月9日(金) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントについて校内実践の取組をグループ内で共有し、自分
の課題を明らかにすることができます。オンライン　

ＯＪＴを意識した校内での取組① AA07031

第4回までに実施 人材育成を視点とした組織マネジメントについて校内で取り組むことができます。

各校　

9月14日(水) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントについて校内実践の取組をグループ内で共有し、自分
の課題を明らかにすることができます。オンライン　

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

人材育成を視点とした組織マネジメントについて②（後半グループ） AA07042

１回

4回

3回

2回
人材育成を視点とした組織マネジメントについて① AA07022

5月31日(火) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントの進め方について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

<講師> 教育センター指導主事

向上期 発展期
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人材育成を視点とした組織マネジメントについて③ AA07062

10月19日(水) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントについて、前期の取組を踏まえて講義や協議を通して
後半の取組を見通すことができます。総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

ＯＪＴを意識した校内での取組を通して、組織の活性化をめざすことができます。

各校　

<講師>

2月22日(水) 15:30～17:00 1年間の実践を振り返るとともに、次年度以降の教員としての姿について、協議を通して学ぶこ
とができます。総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

6回

今日的な、教育課題について学ぶことで、視野を広げ、中堅教諭等としての資質・能力の向上
をめざすことができます。

教育課題研修全５講座（Ｐ62～Ｐ63参照）または支援教育スキルアップ研修全７講座（Ｐ54参照）の中から
1講座選択して受講します。

第９回までに実施

各校　

9月～12月に実施

ＯＪＴを意識した校内での取組④

1年間の振り返り・閉講式（前半グループ）

<講師>

<講師>

人材育成を視点とした組織マネジメントについて③ AA07061

10月14日(金) 15:30～17:00 人材育成を視点とした組織マネジメントについて、前期の取組を踏まえて講義や協議を通して
後半の取組を見通すことができます。総合学習センター　大会議室　他

ＯＪＴを意識した校内での取組② AA07051

7月～9月に実施 ＯＪＴを意識した校内での取組を通して、組織の活性化をめざすことができます。

各校　

<講師> 教育センター指導主事

ＯＪＴを意識した校内での取組③ AA07071

AA07091

AA07081

ＯＪＴを意識した校内での取組を通して、組織の活性化をめざすことができます。

<講師>

8回

10回

9回

<講師> 各講師，教育センター指導主事

5回

7回

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

専門性を高めるために（選択研修） AA07101

教育センター指導主事

1年間の振り返り・閉講式（後半グループ） AA07092

2月24日(金) 15:30～17:00 1年間の実践を振り返るとともに、次年度以降の教員としての姿について、協議を通して学ぶこ
とができます。総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

養
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　養護教諭新採用研修講座

　研修のポイント

◇ 社会人として謙虚に学ぶ　　　　　　　　　◇　自己を振り返る　　　　 ◇　養護教諭としての責任
◇ 積極的なコミュニケーション　　　　　　◇　個に寄り添う対応　　　　 ◇　保健室経営や保健指導の基礎基本

総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教育センター指導主事

児童生徒理解①人権の大切さ・児童生徒への具体的な支援 AB01031

6月7日(火) 14:30～17:00 人権の大切さについて、講義を通して学ぶことができます。児童生徒への具体的な支援方法
について、講義や協議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

<講師> 教職員人事課長 ，教育センター所長，教育センター指導主事

Ａ キャリアステージ研修：（２）養護教諭基本研修

◎養護教諭としての職務の本質やその在り方を理解するとともに、職務の遂行に必要な基
礎的・基本的な知識、技術を学びます。

開講式・教職員としての心構えと服務・社会人としての自覚 AB01011

4月12日(火) 15:00～17:00

<講師> 青少年相談センター指導主事 ，青少年教育カウンセラー ，教育センター指導主事

6月23日(木) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室　他

会場：市立小・中学校　大会議室　他

<講師> 学校教育課指導主事 ，教育センター指導主事

教職員としての心構えと服務及び社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶこと
ができます。

養護教諭の職務と保健室経営 AB01021

4月19日(火) 15:00～17:00 養護教諭の職務と保健室経営について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　小会議室３

児童生徒理解②児童生徒や保護者との関わり方 AB01051

6月28日(火) 14:30～17:00 児童生徒や保護者との関わり方について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室　他

救急処置の理論と実践 AB01041

救急処置の手法について、講義や演習を通して学ぶことができます。

バインダーを持参し、動きやすい服装で参加してください。

<講師> 日本体育大学　准教授　鈴木健介

<講師> 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表，学校教育課担当課長 ，市立学校教員，教育センター指導主事

保健室経営の実際 AB01061

7月6日(水) 15:00～17:00 中学校の保健室を会場に、保健室経営の基礎的・基本的な知識について、講義や協議を通し
て学ぶことができます。会場：市立中学校　

各校　

〈事前提出〉学校保健計画（1部）、保健室経営計画（1部）

<講師> 教育センター指導主事

<講師> 市立中学校養護教諭 ，教育センター指導主事

保健室経営計画の進め方 AB01071

１回　

２回

３回

４回

５回

教育の情報化・児童生徒理解③教育相談の基本と実践 AB01081

7月28日(木) 9:30～16:30

７月～８月

６回

７回

８回

各学校の保健室を会場に、保健室経営計画の進め方について、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。

１人１台タブレットPCを活用した授業や情報セキュリティ・モラルについて、実習を通して学ぶ。
教育相談の基本的な考え方について、講義やカウンセリング技法の実践を通して学ぶことが
できます。

初

初

初

☆

初
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備考 ・ は、初任者研修講座と合同で実施します。

・ ☆ は、受講を希望する教員も参加できます。

・「初任者研修の手引き」とChromebookは、毎回準備してください。

1年間の振り返り・閉講式 AB01131

2月28日(火) 15:00～17:00 1年間の教育実践の成果と課題を明らかにするとともに、次年度に向けて実践の意欲を高める
ことができます。

9月6日(火) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室　他

体験活動研修 AB01091

11月16日(水) 15:00～17:00 保健だよりや掲示物の作成について、講義や協議を通して学ぶことができます。
会場：市立小学校　

<講師> 北里大学医学部精神科学 講師，教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

子どもに伝わる保健だよりと掲示物 AB01121

〈事前提出〉レポート「１学期間の振り返り」（グループの人数分＋２部）

<講師>

<講師> 相模川自然の村野外体験教室指導主事 ，教育センター指導主事

１２回

１３回

９回

１０回

１１回

総合学習センター　大会議室　他

教育センター指導主事

効果的な心身のヘルスケア AB01111

ストレスの状態とその対処法について、講義や協議を通して、その大切さを学ぶことができま
す。

授業づくり②指導と評価の基本Ⅱ・教員としての自己の振り返りとこれからの展望 AB01101

8月17日(水) 9:30～16:30

総合学習センター　大会議室　他

8月2日(火) 9:00～17:00 体験活動の価値を実感し、自分と向き合うことや他者を理解し共感することの大切さに気付く
ことができます。相模川自然の村野外体験教室　

児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの学習指導案の書き方について、講義や協議を
通して学ぶことができます。
1学期の自分の実践を振り返り、協議を通して自己の課題を明らかにするとともに、解決への
意欲を高めることができます。

〈事前提出〉レポート「１年間の振り返り」（グループの人数分＋２部）

<講師> 教育センター所長 ，教育センター指導主事

〈事前提出〉自校の保健だより（1部）、今年度作成した掲示物の実物又はその写真（1部）

<講師> 市立小学校養護教諭 ，教育センター指導主事

初

初

初

初

初
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　養護教諭２年次研修講座

研修のポイント

◇ 養護教諭の役割　　　　◇　保健室経営や保健指導の実践力　　　◇　多面的・多角的な考え方

備考 ・ 　　　は、２年次研修講座と合同で実施します。

・ ☆ は、受講を希望する教員も参加できます。

4回

児童生徒等に関わる事件・事故発生時の緊急支援 AB02041

8月19日(金) 14:30～16:30 児童生徒等に関わる事件・事故発生時の緊急支援について、講義や協議を通して学ぶことが
できます。総合学習センター　大会議室

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 青少年教育カウンセラー ，教育センター指導主事

１回

健康相談の基本 AB02011

6月24日(金) 15:00～17:00 健康相談の基本について、講義や協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　小会議室３

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

◎保健室経営や保健指導の基礎的知識を身に付け、実践力や専門職としての資質を高
めます。

3回

2回

求められる養護教諭の役割 AB02021

7月～8月 各学校の保健室を会場に、学校保健活動のセンター的役割を果たしている保健室経営の重
要性について、協議を通して学ぶことができます。各校　

<講師>

体験活動研修 AB02031

7月29日(金) 9:00～17:00 体験活動の価値を実感し、自分と向き合うことや他者を理解し共感することの大切さに気付く
ことができます。相模川自然の村野外体験教室　

<講師> 相模川自然の村野外体験教室指導主事 ，教育センター指導主事

教育センター指導主事

☆

２

２
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　養護教諭３年次研修講座

研修のポイント

備考 ・ ☆ は、受講を希望する教員も参加できます。

　養護教諭向上期研修講座

研修のポイント

備考 ・ 　　　は、向上期研修講座と合同で実施します。

6月29日(水) 15:00～17:00

総合学習センター　小会議室３

◎児童生徒の心身の発達における実態や課題をもとに、専門性を生かした授業実践を行
うことで、保健教育について学びます。

　◇　自己の課題発見と改善　　　◇　児童生徒の実態把握　　　◇　校内教職員との連携による授業づくり
　◇　専門性を生かす

１回

2回

子どもの心を動かす保健教育 AB03021

東京学芸大学　准教授　佐見由紀子

2回

教職員と連携した学校保健活動の推進

◎児童生徒の心身の健康課題の解決に向けて、教職員と連携した学校保健活動の推進に
ついて学びます。

　　◇　組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力　　　◇　教職員との効果的な連携
　

《対象者》
①2校目以降である。　　　　　　　　　①～③が全て当てはまる養護教諭
②養護教諭3年次研修までを修了している。
③養護教諭5年次研修を修了していない。

１回

向上期養護教諭に求められるもの・こころのスキルアップトレーニング AB04011

5月13日(金) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

6月～12月 各学校の保健室を会場に、教職員と連携した学校保健活動の推進について、講義や協議を通
して学ぶことができます。各校　

教職員の心身の健康管理のために、ストレスの状態とその対処法について、講義や協議を通
して学ぶことができます。

AB04021

向上期養護教諭に求められる役割について、講義や協議を通して学ぶことができます。

3回

勤務校での授業実践 AB03031

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

9月～12月 校内教職員と連携した授業づくりについて、授業実践や研究協議を通して学ぶことができま
す。各校　

<講師>

〈事前提出〉学習指導案（実施日の1週間前まで）

AB03011

保健教育の進め方や授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

オリエンテーション・これからの保健教育

9月30日(金) 15:00～17:00

<講師> 教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

子どもの心を動かす保健教育の授業について、講義や協議を通して学ぶことができます。

オンライン　

※中堅養護教諭等資質向上研修講座と合同開催です。

<講師>

教育センター指導主事

☆

向

向
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　中堅養護教諭等資質向上研修講座 《対象者》 ・教職経験10年を経過した養護教諭
 

研修のポイント

備考 ・ ☆ は、受講を希望する教員も参加できます。

・ 　　　は、中堅教諭等資質向上研修講座と合同で実施します。

7回

養護教諭の職務と法的責任 AB05071

8回

保健室の機能を活かした「健康相談・健康相談活動の向上」 AB05081

10月28日(金) 15:00～17:00 養護教諭が行う健康相談について、講義や協議を通して学ぶことができます。

オンライン　

<講師> 静岡大学　教授　鎌塚優子

10月7日(金) 15:00～17:00 養護教諭の職務と法的責任について、講義や協議を通して学ぶことができます。

オンライン　

<講師> 学校教育課スクールロイヤ―

9回

実践報告会・閉講式 AB05091

2月22日(水) 15:30～17:00 

総合学習センター　大会議室　他 

次年度以降の自己の課題について、実践報告や協議を通して明らかにすることができます。

〈持ち物〉Chromebook

〈事前提出〉研修報告書（実施日の1週間前まで）

<講師> 教育センター指導主事

6回

校内での取組③ AB05061

各校 自己の課題解決を目指して校内で取り組むことができます。

5回

校内での取組② AB05051

各校 自己の課題解決を目指して校内で取り組むことができます。

4回

校内での取組① AB05041

各校 自己の課題解決を目指して校内で取り組むことができます。

3回

子どもの心を動かす保健教育 AB05031

子どもの心を動かす保健教育について、講義や協議を通して学ぶことができます。

※養護教諭3年次研修講座と合同開催です。

<講師> 東京学芸大学　准教授　佐見由紀子

◎学校保健活動の推進に必要な専門的知識や教養を身に付け、リーダーシップを発揮し
組織的に学校保健活動を進めるための養護教諭の役割について学びます。

　◇　課題研究　　　　◇　組織マネジメントの推進　　　◇　多様な専門性をもつ人材と効果的に連携する力

9月2日(金) 15:00～17:00

オンライン　

養護教諭の専門性について

オンライン　

9月30日(金) 15:00～17:00

開講式・専門性の向上を目指して AB05011

4月22日(金) 15:30～17:00 

１回 総合学習センター　大会議室　他 

中 

専門性の向上を目指して、中堅養護教諭に求められることや自身が取り組むべき課題につい
て、講義や協議を通して明らかにすることができます。

〈持ち物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

2回

<講師> 文部科学省初等中等教育局　健康教育調査官　松﨑美枝

AB05021

養護教諭に求められる組織マネジメントと専門性について、講義や協議を通して学ぶことがで
きます。

☆

☆

☆

☆

中

中
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　栄養教諭新採用研修講座

研修のポイント

◇ 栄養教諭の職務及び専門的知識などについて学びます。
◇ 食に関する指導の実践的な指導力を身に付け、資質の向上を図ります。

備考 ・ は、初任者研修講座と合同で実施します。
・ ☆ は、受講を希望する教員も参加できます。
・「初任者研修の手引き」とChromebookは、毎回準備してください。

13回

１年間の振り返り・閉講式 AC01131
2月28日(火) 15:00～17:00 １年間の教育実践の成果と課題を明らかにするとともに、次年度に向けて実践の意欲を高め

ることができます。総合学習センター　大会議室　他

〈事前提出〉レポート「１年間の振り返り」（グループの人数分＋２部）
<講師> 教育センター所長，教育センター指導主事

12回

学校における食育の取組事例 AC01121
9月～12月 学校における食育の取組事例について、講義や協議を通して学ぶことができます。
会場：市立小学校　

<講師> 市立小学校栄養教諭 ，教育センター指導主事

11回

学校給食における衛生管理 AC01111
9月～12月 学校給食における衛生管理や作業工程、作業動線について、講義や見学を通して学ぶことが

できます。会場：市立小学校　
※教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用研修講座と合同

<講師> 市立小学校管理栄養士・栄養士，栄養教諭 ，学校給食課職員，教育センター指導主事

10回

子どもたちにとっての食に関する指導の大切さ AC01101
9月13日(火) 15:00～17:00 学校給食における栄養管理と食に関する指導について、講義や協議を通して学ぶことができます。

オンライン　

※教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用・２年次研修講座と合同
<講師> 相模女子大学　教授　吉岡有紀子

9回

効果的な心身のセルフケア AC01091
9月6日(火) 15:00～17:00 ストレスの状態とその対処法について、講義や協議を通して、その大切さを学ぶことができま

す。総合学習センター　大会議室　他
<講師> 北里大学医学部精神科学 講師，教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

8回

授業づくり②指導と評価の基本Ⅱ・教員としての自己の振り返りとこれからの展望 AC01081
8月17日(水) 9:30～16:30
総合学習センター　大会議室　他

〈事前提出〉レポート「１学期間の振り返り」（グループの人数分＋２部）
<講師> 教育センター指導主事

児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの学習指導案の書き方について、講義や協議を
通して学ぶ。1学期の自分の実践を振り返り、協議を通して自己の課題を明らかにするととも
に、解決への意欲を高めることができます。

7回

体験活動研修 AC01071
8月2日(火) 9:00～17:00 体験活動の価値を実感し、自分と向き合うことや他者を理解し共感することの大切さに気付く

ことができます。相模川自然の村野外体験教室　
<講師> 相模川自然の村野外体験教室指導主事 ，教育センター指導主事

6回

教育の情報化・児童生徒理解③教育相談の基本と実践 AC01061
7月28日(木) 9:30～16:30 １人１台タブレットPCを活用した授業や情報セキュリティ・モラルについて、実習を通して学ぶ。教育相談

の基本的な考え方について、講義やカウンセリング技法の実践を通して学ぶことができます。会場：市立小・中学校　大会議室　他
<講師> 青少年相談センター指導主事 ，青少年教育カウンセラー ，教育センター指導主事

※教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用研修講座と合同

教職員人事課長 ，教育センター所長，教育センター指導主事

<講師> 学校給食課職員 ，教育センター指導主事

Ａ キャリアステージ研修：（３）栄養教諭基本研修

１回

開講式・教職員としての心構えと服務・社会人としての自覚 AC01011
4月12日(火) 15:00～17:00 教職員としての心構えと服務及び社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶこと

ができます。総合学習センター　大会議室　他
<講師>

2回

学校給食の役割と食物アレルギー対応 AC01021
4月26日(火) 15:00～17:00 学校給食の役割と食物アレルギー対応について、講義や協議を通して学ぶことができます。
総合学習センター　小会議室３

3回

授業づくり①指導と評価の基本Ⅰ AC01031
5月24日(火) 15:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育成する授業づくりの具体的な手立てや評価について、講義や協議

を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他
<講師> 教育センター指導主事

4回

児童生徒理解①人権の大切さ・児童生徒への具体的な支援 AC01041

6月7日(火) 14:30～17:00 人権の大切さについて、講義を通して学ぶことができます。児童生徒への具体的な支援方法
について、講義や協議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

<講師> 学校教育課指導主事 ，教育センター指導主事

5回

児童生徒理解②児童生徒や保護者との関わり方 AC01051
6月28日(火) 14:30～17:00 児童生徒や保護者との関わり方について、講義や協議を通して学ぶことができます。
総合学習センター　大会議室　他
<講師> 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表，学校教育課担当課長 ，市立学校教員，教育センター指導主事

初

初

初

初

初

初

初

初

初

初

☆

40



　学校運営推進者研修講座 《対象者》

研修のポイント

◇ 学校運営推進者として、校内における役割と職務遂行のポイントを学びます。
◇ 最新の教育情勢を学び、学校運営推進者に求められる資質・能力の向上を図ります。

備考 ･新任学校運営推進者は全２回を受講します。

〈持ち物〉Chromebook

<講師>

・書式は、ｅ‐ネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究･研修班】／02 Aキャリアステージ研修/（1）基本研修／（4）学校運営
推進者研修に格納してあります。

Ａ キャリアステージ研修：（４）学校運営推進者研修

・新任学校運営推進者【該当者】

教職員人事課担当課長，教育センター指導主事

２回

学校運営推進者としての手立てと工夫
学校運営推進者として学校教育目標の達成や課題解決の具体的な手立て等について、講義
や協議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

〈持ち物〉Chromebook

１回

学校運営推進者としての心構えと服務、組織マネジメントを考える AD01011

6月10日(金) 15:00～17:00 学校運営推進者の心構えや服務と、学校教育目標実現のための組織マネジメントについて、
講義・協議を通して学ぶことができます。総合学習センター　大会議室　他

・課題シートは、1月27日(金)までに、ｅ‐ネットSAGAMIのメールで担当指導主事宛に送信してください。

<講師> 教育センター指導主事

AD01021

1月17日(火) 15:00～17:00

41



　新任副校長研修講座

研修のポイント

◇ 副校長として、学校経営の諸課題に関する校内での役割や服務、職務遂行に必要な実務について学びます。


<講師>

<講師>

<講師>

<講師>

<講師>

備考 ・第3回、第4回は、副校長を経ない新任校長（希望者）も受講できます。

・第5回は、副校長を経ない新任校長と合同で実施します。

　副校長研修講座

研修のポイント

◇ 様々な課題をコーディネートする副校長の指導力、調整能力の向上を図ります。

<講師>

<講師>

〈持ち物〉Chromebook

AE01021

4月22日(金) 9:30～12:00 個人情報の管理と情報セキュリティポリシー、情報モラルに関する今日的課題について、講義
や演習を通して学ぶことができます。

教育センター指導主事

6月3日(金) 9:00～12:00 教職員の服務・監督について、講義や演習を通して学ぶことができます。

5回

教職員のメンタルヘルスを考える AE01051

10月4日(火) 9:30～12:00 教職員の健康管理の現状や対処法について、講義や演習を通して学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook

北里大学病院医師，教職員給与厚生課保健師

Ａ キャリアステージ研修：（５）管理職研修

1回

副校長の役割と服務

3回

職員評価の進め方 AE01031

5月13日(金) 9:00～12:00 職員評価の基本的な考え方と具体的な手法について、講義や演習を通して学ぶことができま
す。総合学習センター　セミナールーム

〈持ち物〉Chromebook

教職員人事課長，教職員人事課職員

〈持ち物〉Chromebook

4回

教職員の服務について知る AE01041

AE01011

4月15日(金) 9:30～12:00 副校長としての服務と役割について、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　セミナールーム

〈持ち物〉Chromebook

学校教育部長，教職員人事課長，教職員人事課職員，教職員給与厚生課保健師，教育センター指導主事

2回

情報機器と情報の活用法を知る

総合学習センター　パソコンルーム

教職員人事課職員，教職員給与厚生課職員

1回

新しい人材育成方針について・スクールロイヤーの活用と事例について AE03011

5月18日(水) 9:30～11:30 相模原市の教職員研修の改善点と新しい人材育成における方針等について学ぶことができま
す。オンライン　

スクールロイヤーの活用と事例について、講義を通して学ぶことができます。

教育センター指導主事，学校教育課スクールロイヤー

2回

「主体的・対話的で深い学び」を実現するために AE03021

9月27日(火) 9:30～12:00 各教科における「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりや評価の在り方に
ついて、講義を通して学ぶことができます。オンライン　

國學院大學人間開発学部初等教育学科　教授　田村学
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　新任校長研修講座

研修のポイント

◇ 学校経営・管理・服務などを、講義やグループ協議を通して学び、校長としての経営感覚を高めます。
◇ 学校経営に関わる諸課題についての現況を知り、自らの学校経営ビジョンの実現に必要なリーダーシップのあ

り方について学びます。

<講師>

<講師>

<講師>

　校長研修講座

研修のポイント

◇ 課題の対応・解決に向けた、組織リーダーとしての校長の見識を高めます。

<講師>

<講師>

〈持ち物〉Chromebook

教職員人事課長，教職員人事課職員

AE04031

6月1日(水) 9:00～12:00 全校的な支援体制の構築と学校経営におけるリーダーシップや留意点について、講義を通し
て学ぶことができます。総合学習センター　セミナールーム

学校経営ビジョンを明確にすることの大切さについて、講話を通して学ぶことができます。
校内の最高責任者として必要な服務と役割について、講義を通して学ぶことができます。

備考　・新任校長研修講座の一環として、年度末を目途に再任用指導主事による学校訪問を予定しています。詳細は追って連絡します。
　　　  ・副校長を経ない新任校長は「教職員のメンタルヘルスを考える」（P42）も受講してください。
　　　　　「職員評価の進め方」「教職員の服務について知る」（P42）も希望により受講できます。

1回

校長の役割と任務 AE04011

3回

支援教育の推進と学校経営の留意点

教育センター指導主事

4月13日(水) 9:30～12:00

総合学習センター　セミナールーム

〈持ち物〉Chromebook

〈持ち物〉Chromebook

教育長，教職員人事課長，教職員人事課職員，教職員給与厚生課保健師

2回

教職員の服務と指導

1回

新しい人材育成方針について・スクールロイヤーの活用と事例について AE06011

5月25日(水) 9:30～11:30 相模原市の教職員研修の改善点と新しい人材育成における方針等について学ぶことができま
す。オンライン　

スクールロイヤーの活用と事例について、講義を通して学ぶことができます。

教育センター指導主事，学校教育課スクールロイヤー

AE04021

4月26日(火) 9:30～12:00 教職員の服務・監督事項の重要なポイント、指導の在り方について、講義を通して学ぶことが
できます。総合学習センター　セミナールーム

2回

「主体的・対話的で深い学び」を実現するために AE06021

10月14日(金) 9:30～12:00 各教科における「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業づくりや評価の在り方に
ついて、講義を通して学ぶことができます。オンライン　

國學院大學人間開発学部初等教育学科　教授　田村学
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   Ｂ 専門研修：（１）授業力向上研修

　各教科等教育研修講座
研修のポイント

◇ 学習指導要領改訂のポイントをもとに、児童生徒の資質・能力を育むための授業づくり等について学ぶ研修
です。

音楽（中学校） BA01091

12月2日(金) 16:00～17:00 生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

音楽（小学校） BA01081

12月1日(木) 16:00～17:00 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

生活（小学校） BA01071

2月17日(金) 16:00～17:00 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

理科 BA01061

1月31日(火) 15:30～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりと、危機管理について、講義や協議を通し
て学ぶことができます。オンライン　

準備物：薬品管理カード

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

数学 BA01051

1月27日(金) 16:00～17:00 生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

算数　 BA01041

2月14日(火) 16:00～17:00 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

社会 BA01031

1月13日(金) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

国語 BA01021

8月31日(水) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

総則 BA01011

1月20日(金) 16:00～17:00 学習指導要領の内容を踏まえた教育課程の編成と教育活動の工夫・改善について、講
義や協議を通して学ぶことができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者
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備考

　　　　・資料の格納場所は、次のとおりです。

　　　　　　eネットSAGAMI共有キャビネット「教育委員会各課のキャビネット/15教育センター【研究・研修班】/

　　　　　　02 B専門研修/（１）授業力向上研修/①各教科等教育研修講座」

学校保健 BA01181

2月15日(水) 16:00～17:00 こらからの学校保健について、講義や協議を通して学ぶことができます。

オンライン　

※養護教諭対象です

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

特別の教科 道徳 BA01171

9月30日(金) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

特別活動 BA01161

1月19日(木) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

総合的な学習の時間 BA01151

2月3日(金) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

外国語活動　外国語 BA01141

1月25日(水) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

持ち物：さがみはらスタンダードCAN-DOリスト、年間指導計画

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

家庭　中学校技術・家庭（家庭分野） BA01131

1月18日(水) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

中学校技術・家庭（技術分野） BA01121

9月2日(金) 16:00～17:00 生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校各校１名必修+希望者

体育　保健体育 BA01111

2月21日(火) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者

図画工作　美術 BA01101

11月29日(火) 16:00～17:00 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。オンライン　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
各校１名必修+希望者
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   Ｂ 専門研修：（１）授業力向上研修

　公開授業研修講座（中学校各教科等）
研修のポイント

◇ 学習指導要領の趣旨に則った授業の参観や協議を通して、自己の授業力向上をめざす研修です。

《対象者》希望者

《対象者》希望者

《対象者》希望者

《対象者》希望者

《対象者》希望者

国語 BA02011 

９月～２月 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

<講師> 市立中学校教員

社会 BA02021 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

数学 BA02031 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

理科 BA02041 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

音楽 BA02051 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

美術 BA02061 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

技術・家庭（技術分野） BA02071 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

技術・家庭（家庭分野） BA02081 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者
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備考　・定員は２０名までとします。なお、状況によっては、中止となる場合もあります。

保健体育 BA02091 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

特別の教科　道徳 BA02101 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

外国語 BA02111 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

総合的な学習の時間 BA02121 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

特別活動 BA02131 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者

特別支援教育 BA02141 

９月～２月

<講師> 市立中学校教員

学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて、授業参観と協議を通して学ぶことが
できます。会場：市立中学校　

《対象者》希望者
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　公開授業研修講座（新潟市マイスター教員による） 《対象者》

研修のポイント

◇

　公開授業研修講座（指導教諭による） 《対象者》

研修のポイント

◇

・各校希望者

<講師> 新潟市マイスター教員

公開授業研修講座（新潟市マイスター教員による） BA03011

10月～12月（未定） 新潟市マイスター教員による公開授業の参観や協議を通して、児童生徒の資質・能力を
育む授業づくりについて学ぶことができます。市立学校（後日連絡）

新潟市マイスター教員による公開授業の参観や協議を通して、児童生徒の資質・能力を育む授業づくりについて学ぶこと
ができます。

　　　　　・初任者選択必修
　　　　　・各校希望者

備考　詳細決定後に、研修講座受講の募集を行います。
　　　　※平成24年度より、新潟市と交流を行っています。マイスター教員とは、新潟市教育委員会で行っているマイスター教員養成塾の
　　　　　過程を修了し、他の教員の模範となる優れた授業実践力があると認定された教員です。

公開授業研修講座（指導教諭による） BA04011

5月～2月（未定） 指導教諭による公開授業の参観や協議を通して、児童生徒の資質・能力を育む授業づく
りについて学ぶことができます。市立学校（後日連絡）

<講師> 指導教諭

指導教諭による公開授業の参観や協議を通して、児童生徒の資質・能力を育む授業づくりについて学ぶことができます。
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研修のポイント

◇体育・保健体育指導力向上研修に基づく伝達研修です。体育・保健体育の授業づくりに役立ちます。

《対象者》
小学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

中学校及び義務教育学校：希望者

<講師>

《対象者》
小学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

中学校及び義務教育学校：希望者

<講師>

《対象者》
小学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

中学校及び義務教育学校：希望者

<講師>

《対象者》
小学校及び義務教育学校：希望者

中学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

<講師>

《対象者》
小学校及び義務教育学校：希望者

中学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

<講師>

《対象者》
小学校及び義務教育学校：希望者

中学校及び義務教育学校：各校１名必修＋希望者

<講師>

備考 ・小学校体育①と②は、１名のみの参加の場合、どちらかの講座を選択して受講してください。

・中学校保健体育①と②は、１名のみの参加の場合、どちらかの講座を選択して受講してください。

小学校体育②陸上運動系　陸上運動系の楽しさや喜びを味わうことのできる運動 BA06021
・陸上運動系の楽しさや喜びを味わえるようにするとともに、系統性を踏まえた指導及び各型の特性
に応じた指導のあり方について、講義や実技を通して学ぶことができます。

7月25日(月) 9:30～12:00

富士見小学校　体育館

市立小学校教員 ，教育センター指導主事

　伝達研修講座

7月25日(月) 9:30～12:00

小学校体育①水泳運動系　水泳運動系の楽しさや喜びを味わうことのできる運動 BA06011

中央小学校　水泳場、体育館

・水泳運動系の楽しさや喜びを味わえるようにするとともに、系統性を踏まえた指導及び各型の特性
に応じた指導のあり方について、講義や実技を通して学ぶことができます。

＜持ち物＞水着、体育館履き、タオル、筆記用具、飲み物

小学校体育③保健　課題を発見し、解決に向けて思考・判断・表現を行う保健の授業 BA06031
・小学校の発達段階を踏まえた課題解決を行う授業展開について、講義や演習を通して学ぶことが
できます。

7月25日(月) 14:00～16:30

中央小学校　教室

8月5日(金) 9:30～12:00

＜持ち物＞体育館履き、タオル、筆記用具、飲み物

市立小学校教員 ，教育センター指導主事

＜服　装＞運動ができる服装

市立中学校教員 ，教育センター指導主事

中学校保健体育③ダンス　ダンスの楽しさを味わうことのできる授業 BA06061
・ダンスの運動を通して、資質・能力を育成する指導のあり方について講義や実技を通して学ぶこと
ができます。

8月5日(金) 14:00～16:30

弥栄中学校　体育館 ＜持ち物＞体育館履き、タオル、筆記用具、飲み物

＜服　装＞運動ができる服装

由野台中学校　体育館 ＜持ち物＞体育館履き、タオル、筆記用具、飲み物

市立中学校教員 ，教育センター指導主事

中学校保健体育②球技（ネット型）　ネット型の攻防の楽しさを味わうことのできる授業 BA06051

8月5日(金) 9:30～12:00

弥栄中学校　体育館

・ネットを挟んで攻防を楽しむ「ネット型」の運動を通して、資質・能力を育成する指導のあり方につい
て講義や実技を通して学ぶことができます。

＜持ち物＞体育館履き、タオル、筆記用具、飲み物

市立中学校教員 ，教育センター指導主事

＜服　装＞運動ができる服装

＜服　装＞運動ができる服装

＜持ち物＞上履き、筆記用具、担当学年の保健の教科書、指導書

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説体育編

市立小学校教員 ，教育センター指導主事

＜服　装＞運動ができる服装

中学校保健体育①器械運動　技ができる楽しさや喜びを味わうことのできる授業 BA06041
・すべての生徒が器械運動の楽しさや喜びを味わうことを通して、資質・能力を育成する指導のあり
方について講義や実技を通して学ぶことができます。
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　授業改善リーダー研修講座 《対象者》

研修のポイント

◇

　JAXA（宇宙航空研究開発機構）との宇宙教育連携講座

研修のポイント

◇ JAXAとの授業連携の進め方について、魅力的な教材を実習しながら学びます。
◇　 各教科等の具体的な授業づくりについて、考えることができます。

《対象者》

各校：該当者及び希望者

<講師>

１回

ＪＡＸＡとの授業連携の進め方 BA09011

※該当者とは、ＪＡＸＡとの授業連携を希望する学校の教職員です。（ＪＡＸＡとの授業連
携を希望する学校は、１名以上の参加が必修です。）

※ＪＡＸＡとの授業連携は、担当する先生あるいは担当に準じる立場の先生が、３年以内
に教員研修を受けていることにより、申し込むことができます。ＪＡＸＡ宇宙教育センター
のＷｅｂサイトから随時申し込みください。9月28日(水) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室 ※受講後にＪＡＸＡのフォローアップアンケートのご協力をお願いします。（2月頃）
※持ち物：授業実践を予定している各教科等の学習指導要領解説、教科書

ＪＡＸＡ宇宙教育センター職員 ，教育センター指導主事

　　・校内研究主任を基本とする
　　　　　　　　　　【各校1名必修】

<講師> 教育センター指導主事

１回

学習指導要領に基づく授業づくりと校内研究の進め方のポイント BA08011

5月19日(木) 15:00～17:00 学習指導要領に基づく授業づくりや校内研究の進め方などについて、講義や協議を通し
て学ぶことができます。オンライン　

学習指導要領に基づく授業づくりや校内研究の進め方などについて、講義や協議を通して学ぶことができます。

2回

校内研究等の実践から見えてくる成果と課題 BA08021

2月10日(金) 15:00～17:00

<講師> 教育センター指導主事

各学校における校内研究等の取組を共有し、取組の成果と課題を整理することで次年度
の方向性を見出すことができます。オンライン　

各校の校内研究や授業改善に関する取組についてまとめた資料を提出いただきます。
※詳細は第１回研修講座の中でお伝えします。
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  Ｂ 専門研修：（２）支援教育研修

  支援教育コーディネーター新担当者研修講座 《対象者》

研修のポイント

◇ 初めて支援教育コーディネーターになった教員対象の内容です。支援教育コーディネーターとしての
役割や外部機関との連携、校内支援体制づくりについて学ぶことができます。

　支援教育コーディネーター研修講座 ・支援教育コーディネーター【各校1名必修】

研修のポイント

◇ 校内支援体制をより充実させるために支援教育コーディネーターとしての資質向上を目指します。

※幼稚園・保育園等の支援保育コーディネーターとの合同研修

<講師> 玉川大学　教授　安藤正紀

会場：市立中学校及び義務教育学校

　　　　中学校区ごとに集合し、オンライン
　　　　での実施

会場：市立中学校及び義務教育学校

　　　　中学校区ごとに集合し、オンライン
　　　　での実施

教育会館　大会議室

BB02021

支援を必要とする子どもの理解と幼・保・小・中の連携を意識した支援について、講義や
協議を通して学ぶことができます。

＜持ち物＞学校で使用している名札

※幼稚園・保育園等の支援保育コーディネーターとの合同研修

<講師> 相模女子大学　教授　日戸由刈

9月20日(火) 15:30～17:00

支援を必要とする子どもの理解と幼・保・小・中の連携を意識した支援について、講義や
協議を通して学ぶことができます。

１回

支援教育コーディネーターの役割と校内支援体制づくり BB01011

5月18日(水) 15:00～17:00 支援教育コーディネーターの役割と校内支援体制づくり、ケース会議の進め方などにつ
いて、講義や協議を通して学ぶことができます。杜のホールはしもと　多目的室

BB02011

・初めて支援教育コーディネーターになった教員【該当者】
・その他受講を希望する支援教育コーディネーター

<講師> 青少年相談センター指導主事 ，教育センター指導主事

2回

不登校についての理解と対応

学校教育課指導主事，青少年相談センター指導主事，教育センター指導主事

2回

校内支援体制と支援教育コーディネーターの効果的な役割について

<講師>

6月17日(金) 15:00～17:00

1回

BB01021

7月7日(木) 15:00～17:00 不登校についての理解を深め、未然防止や対応について講義や協議を通して学ぶこと
ができます。総合学習センター　大会議室

<講師> 青少年相談センター指導主事 ，教育センター指導主事

《対象者》

支援を必要とする子どもの理解と幼・保・小・中の連携による支援①

＜持ち物＞学校で使用している名札

校内支援体制の工夫について、講義や協議を通して学ぶことができます。

支援を必要とする子どもの理解と幼・保・小・中の連携による支援② BB02031

3回

10月25日(火) 15:00～17:00
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　特別支援学級新担任者研修講座

研修のポイント

◇ 特別支援学級の担任として、児童生徒理解や支援の手立てについて、具体的に学ぶことができます。

備考 ・初めて特別支援学級を担任する教員は、原則として1～4回を受講していただきます。

・☆は、受講を希望する教員も参加できます。

　特別支援学級担任者研修講座

研修のポイント

◇ 特別支援教育に関わる所掌事項について理解を深めることを目指します。

《対象者》 ・初めて特別支援学級を担任する教員【該当者】

特別な支援を必要とする児童生徒の理解と支援の手立て BB03011

4月13日(水) 15:00～17:00

<講師> 神奈川県立相模原中央支援学校　地域支援担当教諭

児童生徒のアセスメントによる理解と支援 BB03041

6月8日(水) 15:00～17:00 児童生徒のアセスメントによる理解と支援について、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。

2回

3回
☆

特別支援学級の教育課程について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン　

総合学習センター　大会議室

＜持ち物＞特別支援学級・通級指導教室　経営ガイドブック「すまいる３６５」

1回
☆

《対象者》 　特別支援学級担任者【各校1名必修】

特別支援学級に関わる所掌事項について BB04011

5月12日(木) 16:00～17:00

オンライン　

＜持ち物＞特別支援学級・通級指導教室　経営ガイドブック「すまいる３６５」

<講師>

※希望する学校に指導主事が訪問します。

<講師> 教育センター指導主事

４月～３月 特別支援学級での授業作りや支援の手立てについて、個別の指導計画の作成や見直し
を通して学ぶことができます。

<講師> 教育センター指導主事

総合学習センター　大会議室

自立活動の指導について BB03031

5月19日(木) 15:30～17:00 自立活動の指導について、講義や協議を通して学ぶことができます。

市民会館　第１大会議室

学習指導要領に基づいた特別支援学級における教育課程の編成や特別支援教育に関
わる所掌事項について、講義を通して学ぶことができます。

BB03021

5月6日(金) 15:30～17:00

特別な支援を必要とする児童生徒の理解と支援の手立てについて、講義や協議を通して
学ぶことができます。

<講師> 明星大学　教授　星山麻木

学校教育課指導主事，青少年相談センター指導主事，教育センター指導主事

特別支援学級での授業作りや支援の手立てについて BB03051

<講師> 明星大学　教授　星山麻木

特別支援学級の教育課程について

4回
☆
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　支援教育スキルアップ研修講座

研修のポイント

◇

備考 ・全回を通して単独受講が可能です。

BB05031

7月27日(水) 14:00～16:30 多層指導モデルMIM（ミム）の実践と指導方法について、講義を通して学ぶことができま
す。総合学習センター　大会議室

インクルーシブ教育システムの構築のための支援教育の在り方について、講義を通して
学ぶことができます。

BB05011

BB05051

オンライン　

<講師> 西東京市立住吉小学校　教諭　栗原光世

インクルーシブ教育システム構築のための支援教育の在り方 BB05041

<講師> 金沢大学　教授　小林宏明

６回

発達障がいのある子どものライフスキル BB07011

10月18日(火) 15:00～17:00 発達障がいのある子どものライフスキルについて、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室

サポートルーム担当者向けの研修です。希望者の受講も可能です。

<講師> 元横浜わかば学園主幹教諭　川口信雄

３回

４回

５回

７回

吃音のある子どもの理解と支援 BB07021

11月1日(火) 15:00～17:00 吃音のある子どもの理解と支援について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン　

10月13日(木) 15:00～17:00 読み書きに困難のある子どものアセスメントと指導について、講義や演習を通して学ぶこ
とができます。総合学習センター　大会議室

※前年度の研修とほぼ同じ内容です。

<講師> 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター　こころの診療部　総括部長　小枝達也

※「相模原市特別支援教育研究大会　全体会」を兼ねています。

<講師> 独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所　上席研究員　横倉久

読み書きに困難のある子どものアセスメントと指導について

きこえとことばの教室担当者向けの研修です。希望者の受講も可能です。

※上履き、動きやすい服装（ジャージ等）

<講師> 陽光園　職員

肢体不自由のある児童生徒の理解と支援をする上での視点や具体的な支援方法につい
て、講義や実技を通して学ぶことができます。陽光園　

１回

《対象者》 　各校希望者

8月1日(月) 9:30～12:00

<講師> 独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所　研究員　平沼源志

多層指導モデルMIM（ミム）の実践と指導方法について

知的障がいのある子どもへの指導の工夫について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン　

4月27日(水) 15:00～17:00

２回

肢体不自由のある児童生徒の理解と支援について BB05021

7月22日(金) 9:30～12:00

※「相模原市特別支援教育研究会定期総会　記念講演」を兼ねています。

支援教育の専門性を高めることを目指し、様々な教育的課題のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた指導や支援の
ポイントを学ぶことができます。通常の学級、特別支援学級、通級指導教室を問わず、希望者はどなたでも受講できま
す。

知的障がいのある子どもへの指導の工夫について
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　通級指導教室新担当者研修講座 ・初めて通級指導教室を担当する教員【該当者】

研修のポイント

◇ 通級指導教室の担当者として、児童生徒理解や支援の手立てについて、具体的に学ぶことができます。

備考 ・初めて通級指導教室を担当する教員は、原則として全回を通して受講していただきます。

・☆は、受講を希望する教員も参加できます。

　通級指導教室担当者研修講座 ・通級指導教室を担当する教員

研修のポイント

◇ 通級指導教室の担当者として、児童生徒理解や支援の手立てについて、具体的に学ぶことができます。

特別な支援を必要とする児童生徒の理解と支援の手立てについて、講義や協議を通して
学ぶことができます。総合学習センター　大会議室

《対象者》

1回
☆

特別な支援を必要とする児童生徒の理解と支援の手立て
4月13日(水) 15:00～17:00

<講師>

《対象者》

1回

発達障がいのある子どものライフスキル BB07011

10月18日(火) 15:00～17:00 発達障がいのある子どものライフスキルについて、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　大会議室

サポートルーム担当者向けの研修です。希望者の受講も可能です。

金沢大学　教授　小林宏明

元横浜わかば学園主幹教諭　川口信雄

2回

吃音のある子どもの理解と支援 BB07021

11月1日(火) 15:00～17:00 吃音のある子どもの理解と支援について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン　

きこえとことばの教室担当者向けの研修です。希望者の受講も可能です。

<講師>

<講師>

4回
☆

児童生徒のアセスメントによる理解と支援

<講師> 明星大学　教授　星山麻木

4月22日(金) 15:30～17:00

総合学習センター　センター会議室　他

陽光園　職員

3回

通級指導教室での指導と支援について② BB06031

BB06041

6月8日(水) 15:00～17:00

5月25日(水) 15:30～17:00 通級指導教室での指導と支援について、講義を通して学ぶことができます。

<講師> 陽光園　職員

児童生徒のアセスメントによる理解と支援について、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。総合学習センター　大会議室

明星大学　教授　星山麻木

2回

通級指導教室での指導と支援について① BB06021

<講師>

BB06011

通級指導教室での指導と支援について、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　センター会議室　他
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　Ｂ 専門研修：（３）教育の情報化研修

　情報活用能力の育成研修講座

研修のポイント

　◇　 児童生徒に情報活用能力を育てる授業づくりについて学ぶことができます。

　◇　

　◇ 情報教育担当者研修講座以外は、各講座２５名までとなります。

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：希望者

「相模原プログラミングプラン」に沿ったプログラミングの授業づくりについてタブレットPC（Chromebook）やプログラミ
ングソフトを活用し実際の体験を通して学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

総合学習センター　パソコンルーム

11月24日(木) 15:00～17:00

プログラミングソフトを活用しようpart1～スクラッチ・ビスケット編～ BC01011

5月17日(火) 15:00～17:00 相模原プログラミングプランの事例でも活用しているスクラッチやビスケットを使った、プロ
グラミングについて学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

5月31日(火) 15:00～17:00 相模原プログラミングプランの事例でも活用しているレゴWedo2.0を使った、プログラミン
グについて学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

総合学習センター　パソコンルーム

プログラミングソフトを活用しようpart3～レゴマインドストームEV3編 ～ BC01031

8月26日(金) 16:00～17:00 レゴマインドストームEV3を活用した、計測・制御等の教材操作について詳しく学ぶことが
できます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉レゴマインドストームEV3、Chromebook

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

プログラミングソフトを活用しようpart2～レゴWedo2.0編～

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校：希望者

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校低学年向け） BC01051

7月27日(水) 9:30～11:30 モデルカリキュラムに沿った小学校低学年におけるプログラミングの授業づくりについて
学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

プログラミングソフトを活用しようpart4～レゴSPIKE編～ BC01041

小学校高学年向けのレゴSPIKEを活用した、プログラミングについて学ぶことができま
す。

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：希望者

総合学習センター　パソコンルーム

「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校中学年向け） BC01061

7月27日(水) 14:30～16:30 モデルカリキュラムに沿った小学校中学年におけるプログラミングの授業づくりについて
学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：希望者

「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校高学年向け） BC01071

7月29日(金) 14:30～16:30 モデルカリキュラムに沿った小学校高学年におけるプログラミングの授業づくりについて
学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：希望者

〈持ち物〉Chromebook　

BC01021
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　ＩＣＴを活用した授業改善研修講座

研修のポイント

◇ 一人一台のタブレットPC（Chromebook）を活用した授業づくりの仕方や各種ＩＣＴ機器の発展的な
使い方について、学ぶことができます。

◇ 総合学習センターパソコンルームでの講座は、各講座２５名までとなります。

6月3日(金) 15:00～17:00

6月10日(金) 16:00～17:00

6月21日(火) 16:00～17:00

オンライン　

プログラミングの授業づくり（中学校向け） BC01081

9月27日(火) 15:00～17:00 中学校技術・家庭科（技術分野）における「プログラミング」の授業づくりにつ いて学ぶこ
とができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校：希望者

情報教育担当者研修講座　 BC01091

2月17日(金) 15:00～17:00 主体的・対話的で深い学びに結びつくICTの活用法をワークショップ等を通じて考えるとと
もに情報教育について学ぶことができます。教育会館　大会議室

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事 ，外部講師

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修

Chromebookを活用した授業づくり～便利で簡単な機能で始めよう基本編～ BC02011
Chromebookを活用してGoogleClassroomや簡単な協働学習ができるアプリケーションを
使った授業づくりのポイントについて学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

総合学習センター　パソコンルーム

5月13日(金) 15:00～17:00

《対象者》
市立学校：希望者

GoogleWorkspaceの機能を活用しよう～Meet編～ BC02031
オンラインビデオ会議が可能なアプリケーションの基本的な使い方や様々な授業場面で
活用する方法について学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

Chromebookを活用した授業づくり～ICTを活用して個別最適な学びを実現しよう応用編～ BC02021
学習の過程において、学習者の認知に応じたICT活用を図るための授業づくりのポイント
について学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 教育センター指導主事

10月14日(金) 15:00～17:00

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立学校：希望者

【オンラインで4時から研修】ポプラディアネット(Sagasokka!)の使い方を知ろう！（オンライン） BC02051
百科事典サイトを活用した授業づくりのポイントについて学ぶことができます。

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

【オンラインで4時から研修】事例で学ぶNetモラルを使いこなそう！（オンライン） BC02041
各学校に導入されているソフトウェアを活用し、情報モラルに関する授業づくりのポイント
について学ぶことができます。

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：希望者
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総合学習センター　パソコンルーム

GoogleWorkspaceの機能を活用しよう～スライド・Jamboard編～ BC02061

9月14日(水) 15:00～17:00 学習の振り返りやまとめで活用できる発表アプリや協働学習ができるアプリの機能や授
業での活用の方法について学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

デジタル教科書を活用した授業づくり BC02071
デジタル教科書や教材等のコンテンツを活用した授業づくりのポイントについて学ぶこと
ができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

11月30日(水) 16:00～17:00

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！ドリルパーク編　（オンライン） BC02081

6月2日(木) 15:30～17:00 「ドリルパーク」機能の使い方と授業づくりのポイントについて学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！オクリンク基本編　（オンライン） BC02091

6月9日(木) 15:30～17:00 「オクリンク」機能の使い方と授業づくりのポイントについて学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！オクリンク活用編　（オンライン） BC02101

11月4日(金) 15:30～17:00 「オクリンク」機能が有効となる活用事例や応用的な使い方について学ぶことができま
す。オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！ムーブノート基本編　（オンライン） BC02111

6月14日(火) 15:30～17:00 「ムーブノート」機能の使い方と授業づくりのポイントについて学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！ムーブノート活用編　（オンライン） BC02121

11月25日(金) 15:30～17:00 「ムーブノート」機能において有効となる活用事例や応用的な使い方について学ぶことが
できます。オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

ミライシードの使い方を知ろう！年度更新・管理者編 BC02131

3月3日(金) 16:00～17:00 児童生徒情報、先生情報の管理や年度更新の方法等について学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉Chromebook２台（視聴用・操作用）

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立学校：希望者

※新情報教育担当者、新教務主任の方におすすめです。
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　校務の情報化研修講座

研修のポイント

◇ 校務の情報化を推進するための、各種ソフトウェア等の使い方について学ぶことができます。

◇ 情報セキュリティ・モラル研修講座以外は、各講座２５名までとなります。

総合学習センター　パソコンルーム

5月12日(木) 15:00～17:00 情報教育担当者として、ワークショップや講義等を通して、情報セキュリティを高めたり、
情報モラルに関わる問題に対応したりでき、自校の中心となり進めていくことについて学
ぶことができます。教育会館　大会議室

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

情報セキュリティ（監査対象校　令和４年度南区小・中学校） BC03021

外部インストラクター ，教育センター指導主事

情報セキュリティ・モラル BC03011

5月24日(火) 15:00～17:00

オンライン　

〈準備物〉Chromebook

<講師> 教育センター指導主事

GoogleWorkspaceで校務を効率化しよう～forms＆スプレットシート編～ BC03031

9月21日(水) 15:00～17:00 簡単にアンケート作成ができるアプリの作成・活用方法や集計アプリを活用したデータの
編集方法等について学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　

<講師>

GoogleWorkspaceで校務を効率化しよう～サイト編～ BC03041

10月6日(木) 15:00～17:00 Googleで作成した資料や保存したデータが自由に配置できるWebサイトアプリの基本的
な使い方について学ぶことができます。

〈持ち物〉Chromebook　

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

Answer Box Creator(ABC)アンケート処理ソフトウェア BC03051
校務用ＰＣに導入されたアンケート処理ソフトウェアの基本的な使い方について学ぶこと
ができます。総合学習センター　パソコンルーム

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

リアテンダント®テスト集計処理ソフトウェア BC03061

5月25日(水) 15:00～17:00 校務用ＰＣに導入されたテスト集計処理ソフトウェアの基本的な使い方について学ぶこと
ができます。総合学習センター　パソコンルーム

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

ホームページビルダー BC03071

11月16日(水) 15:00～17:00 簡単なホームページの作成を通して、ホームページ作成ソフトウェアの基本的な使い方
について学ぶことができます。総合学習センター　パソコンルーム

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修

《対象者》
監査対象校情報教育担当者：必修

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校：希望者

《対象者》
市立学校：希望者

5月26日(木) 16:00～17:00 情報セキュリティ監査についての説明、情報セキュリティポリシーに沿った情報資産の運
用や管理について学ぶことができます。
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校務支援システム活用研修⑤　えがおNet（２） BC03132

3月2日(木) 14:30～16:30 校務支援システム内の健康管理ソフトウェア「えがおNet」を活用する方法を学ぶことがで
きます。オンライン　

《対象者》
市立学校：養護教諭希望者 〈準備物〉校務支援システムマニュアル

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

BC03101

〈準備物〉校務支援システムマニュアル

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

オンライン　

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：新教務主
任等希望者

4月21日(木) 14:30～16:30

小学校校務支援システム活用研修②年度更新
2月22日(水) 14:30～16:30 校務支援システムを活用した年次更新や進級処理、初期設定のための基本的な使い

方、週案簿システムについて学ぶことができます。オンライン　

オンライン会議システム　Webexを使いこなそう！（オンライン） BC03081

9月8日(木) 16:00～17:00 学校行事のオンライン配信や遠隔授業などで活用できるオンライン会議システムの使い
方について学ぶことができます。

〈準備物〉Chromebook

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

小学校校務支援システム活用研修①年度設定（週案簿） BC03091
校務支援システムの基本的な使い方について学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉校務支援システムマニュアル

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

中学校校務支援システム活用研修③年度設定 BC03111

5月11日(水) 14:30～16:30 校務支援システムの基本的な使い方について学ぶことができます。

オンライン　

〈準備物〉校務支援システムマニュアル

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校：新教務主
任等希望者

オンライン　

〈準備物〉校務支援システムマニュアル

外部インストラクター ，教育センター指導主事

校務支援システム活用研修⑤　えがおNet（１） BC03131

7月8日(金) 14:30～16:30 校務支援システム内の健康管理ソフトウェア「えがおNet」を活用する方法を学ぶことがで
きます。オンライン　

〈準備物〉校務支援システムマニュアル

<講師> 外部インストラクター ，教育センター指導主事

中学校校務支援システム活用研修④年次更新 BC03121

2月24日(金) 14:30～16:30 校務支援システムを活用した年次更新や進級処理、初期設定のための基本的な使い方
について学ぶことができます。

<講師>

《対象者》
市立中学校及び義務教育学校：新教務主
任等希望者

《対象者》
市立学校：養護教諭希望者

《対象者》
市立学校：希望者

《対象者》
市立小学校及び義務教育学校：新教務主
任等希望者

※新教務主任の方におすすめです。

※新教務主任の方におすすめです。

※新教務主任の方におすすめです。

※新教務主任の方におすすめです。
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研修のポイント

◇ 各学校の情報教育を推進するために必要な伝達を受け、その事項について学ぶことができます。

情報教育担当者連絡会は次のように対象校が分かれます。

１グループ    ： 相陽中、相模台中、麻溝台中、相武台中、若草中、北相中、桂北小、千木良小、青和学園、

麻溝小、新磯小、相模台小、相武台小、桜台小、緑台小、双葉小、若草小、もえぎ台小、夢の丘小

２グループ    ： 上溝中、田名中、緑が丘中、上溝南中、由野台中、鳥屋中、鳥屋小、内郷中、内郷小、大野台中央小、

上溝小、田名小、星が丘小、光が丘小、作の口小、陽光台小、上溝南小、田名北小、青葉小、新宿小、

３グループ    ： 大野北中、清新中、中央中、共和中、大野台中、弥栄中、小山中、鵜野森中、大野台小、向陽小

清新小、共和小、大野北小、弥栄小、横山小、鹿島台小、淵野辺東小、富士見小、小山小、並木小、

大野小、中央小、淵野辺小

４グループ    ： 大沢中、旭中、相原中、内出中、相模丘中、中沢中、中野中、中野小、津久井中央小、湘南小、広田小、

広陵小、大沢小、旭小、相原小、橋本小、大島小、二本松小、宮上小、九沢小、当麻田小、川尻小

５グループ    ： 大野南中、上鶴間中、新町中、谷口中、東林中、串川中、串川小、根小屋小、藤野中、

南大野小、谷口台小、東林小、大沼小、上鶴間小、鶴の台小、鶴園小、くぬぎ台小、谷口小、若松小、

　 藤野北小、藤野小、藤野南小

情報教育担当者連絡会（５グループ） BC04015

5月6日(金) 15:00～17:00 情報教育・視聴覚担当者として機器更新や研修など、教職員へ伝えるべきことについて
学ぶことことができます。総合学習センター　パソコンルーム

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修 〈持ち物〉Chromebook　令和2年～5年学校の情報化推進計画

<講師> 教育センター指導主事

情報教育担当者連絡会（４グループ） BC04014

4月28日(木) 15:00～17:00 情報教育・視聴覚担当者として機器更新や研修など、教職員へ伝えるべきことについて
学ぶことことができます。総合学習センター　パソコンルーム

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修 〈持ち物〉Chromebook　令和2年～5年学校の情報化推進計画

<講師> 教育センター指導主事

情報教育担当者連絡会（１グループ） BC04011

4月22日(金) 15:00～17:00 情報教育・視聴覚担当者として機器更新や研修など、教職員へ伝えるべきことについて
学ぶことことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　令和2年～5年学校の情報化推進計画

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修

〈持ち物〉Chromebook　令和2年～5年学校の情報化推進計画

<講師> 教育センター指導主事

4月27日(水) 15:00～17:00

情報教育担当者連絡会（２グループ） BC04012

4月26日(火) 15:00～17:00 情報教育・視聴覚担当者として機器更新や研修など、教職員へ伝えるべきことについて
学ぶことことができます。総合学習センター　パソコンルーム

〈持ち物〉Chromebook　令和2年～5年学校の情報化推進計画

<講師> 教育センター指導主事

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修

《対象者》
情報教育担当者：各校１名以上必修

情報教育担当者連絡会（３グループ） BC04013

情報教育・視聴覚担当者として機器更新や研修など、教職員へ伝えるべきことについて
学ぶことことができます。総合学習センター　パソコンルーム

　情報教育担当者連絡会
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  Ｂ 専門研修：（４）教育課題研修

　児童生徒理解研修講座Ⅰ

<講師>

　児童生徒理解研修講座Ⅱ

<講師>

発達障がいのある児童生徒理解と支援について BD02011

発達障がいのある児童生徒理解と支援について、講義や協議を通して学ぶことができま
す。

11月25日(金) 15:00～17:00

オンライン　

横浜国立大学　副学長  泉真由子

《対象者》
各校希望者

・資料の格納場所は次のとおりです。

e-ネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究・研修班】/02 B専門研修/（４）教
育課題研修/児童生徒理解研修

子どもの未就学・不就学  ～相模原市の夜間中学について～ BD01011

子どもの未就学・不就学について、講義を通して学ぶことができます。11月2日(水) 15:00～17:00

オンライン　

学校教育課 指導主事

・資料の格納場所は次のとおりです。

e-ネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究・研修班】/02 B専門研修/（４）教
育課題研修/児童生徒理解研修

《対象者》
各校希望者
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　人権・福祉教育研修講座Ⅰ

<講師>

　人権・福祉教育研修講座Ⅱ

<講師>

備考 ・資料の格納場所は次の通りです。

　幼・保・小連携研修講座

<講師>

備考 ・資料の格納場所は次の通りです。

《対象者》 ・各校１名【必修】+希望者

《対象者》 ・希望者

子どもの人権を守る BD05011

人権の大切さを知る BD04011

今日的な人権に関わる課題について、講義を通して学ぶことができます。

子どもの人権への理解について、講義を通して学ぶことができます。1月24日(火) 15:00～17:00

オンライン　

横浜国際人権センター人権啓発講演会講師(案）

10月27日(木) 13:30～16:00

市民会館　

《対象者》 ・幼・保・小連携担当者【必修】+希望者

永野・山下・平本法律事務所　弁護士　山下敏雅

eネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究・研修班】/02 B専門研修/（４）教育課題研修/④人権・福祉教育研修

eネットSAGAMIの共有キャビネット・教育センター【研究・研修班】/02 B専門研修/（４）教育課題研修/⑤幼・保・小連携研修

幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続について BD06011

スタートカリキュラムの実際や連携の在り方について、講義や協議を通して学ぶことがで
きます。

※保育課・学校教育課との共催です。

関東学院大学　講師　渡辺英則

6月22日(水) 15:00～17:00

会場：市立小学校及び義務教育学校
連携校に集合し、オンラインで実施
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  Ｂ 専門研修：（５）担当者研修

　道徳教育推進教師研修講座

《対象者》

各校1名必修＋希望者

<講師>

備考 ・道徳教育推進教師は必修です。

外国語教育推進教師研修講座

《対象者》

各校1名必修＋希望者

<講師>

《対象者》

各校1名必修＋希望者

<講師>

《対象者》

各校1名必修＋希望者

<講師>

備考 ・原則として全3回を通して同じ方に受講していただきます。各回では「さがみはらスタンダードCAN-DOリスト」を持参してください。

・外国語教育推進教師とは、英語教育及び小学校外国語活動・外国語科、中学校外国語科及び義務教育学校

　外国語活動・外国語科における専門性を高め、授業改善、指導環境の整備や校内研修の推進を図る中核的な

　役割を担う教師です。

　学校図書館司書教諭研修講座 《対象者》　学校図書館司書教諭または図書館教育の主担当者【必修】

《対象者》

各校1名必修

<講師>

備考 ・資料の格納場所は次のとおりです。

　eネットSAGAMI共有キャビネット「教育委員会各課のキャビネット/15教育センター【研究・研修班】

　/02 B専門研修/（５）担当者研修/③学校図書館司書教諭研修講座」

・資料については、学校図書館図書整理員への配付をお願いします。

・資料はｅ-ネットＳＡＧＡＭＩの共有キャビネット/教育委員会各科のキャビネット/15教育センター【研究・研修班】
/02 B 専門研修/（５）担当者研修/②外国語教育推進教師　に格納してあります。

子どもの学びを広げる学校図書館をめざして BE03011

児童生徒の主体的な学びを推進するための学校図書館の活用について、講義や協議を
通して学ぶことができます。

6月16日(木) 15:00～17:00

オンライン　

教育センター指導主事　他

※学校教育課主催の「学校図書館図書整理員研修会」と合同で実施します。「学校図書
館司書教諭または学校図書館教育の主担当者」と「学校図書館図書整理員」の両者が
研修に参加してください。〈準備物〉「学校図書館教育の手引き（平成31年3月相模原市教
育委員会）」

３回

英語教育推進リーダーによる公開授業②（中学校） BE02031

児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、公開授業や研究協議を通して
学ぶことができます。

11月中に実施予定　未定～17:00

会場：市立中学校　

会場校の授業者 ，教育センター指導主事

２回

英語教育推進リーダーによる公開授業①（小学校） BE02021

児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて、公開授業や研究協議を通して
学ぶことができます。

9月29日(木) 未定～17:00

会場：市立小学校　

会場校の授業者 ，教育センター指導主事

１回

言語活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成するための授業づくり BE02011

学習指導要領に則った授業づくりのポイントについて、講義を通して学ぶことができます。

6月23日(木) 15:00～17:00

オンライン　

教育センター指導主事

帝京大学　教授　赤堀博行　 ，教育センター指導主事

道徳教育推進教師の役割や具体的な進め方 BE01011

道徳教育推進教師の役割や具体的な進め方について、講義等を通して学ぶことができま
す。

4月22日(金) 15:00～17:00

教育会館　大会議室
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《対象者》

各校1名必修

<講師>

《対象者》

各校1名必修

<講師>

《対象者》

各校1名必修

<講師>

《対象者》

各校1名必修

<講師>

　理科担当者研修講座

全国学力・学習状況調査から見えてくる授業改善のポイント BE07011

全国学力・学習状況調査の分析結果をもとに、授業改善のポイントについて、講義や協
議を通して学ぶことができます。

11月10日(木) 15:00～17:00

教育会館　大会議室

教育センター指導主事

※小学校においては、原則、学びグループリーダー、校内研究主任、教務主任等、校内
において学力に係る中心的な役割を担っている方の参加をお願いします。
※中学校においては、教科主任等、教科の担当者の参加をお願いします。

一般社団法人 防災教育普及協会 教育事業部長　宮﨑賢哉 ，教育センター指導主事

　安全教育担当者研修講座

防災教育の現状と進め方 BE04011

10月7日(金) 15:00～17:00

防災教育の進め方について講義と協議を通して学ぶことができます。

教育会館　大会議室

　国語科担当者研修講座

全国学力・学習状況調査から見えてくる授業改善のポイント BE05011

全国学力・学習状況調査の分析結果をもとに、授業改善のポイントについて、講義や協
議を通して学ぶことができます。

10月25日(火) 15:00～17:00

教育会館　大会議室

教育センター指導主事

※小学校においては、原則、学びグループリーダー、校内研究主任、教務主任等、校内
において学力に係る中心的な役割を担っている方の参加をお願いします。
※中学校においては、教科主任等、教科の担当者の参加をお願いします。

　算数・数学科担当者研修講座

全国学力・学習状況調査から見えてくる授業改善のポイント BE06011

全国学力・学習状況調査の分析結果をもとに、授業改善のポイントについて、講義や協
議を通して学ぶことができます。

10月28日(金) 15:00～17:00

教育会館　大会議室

教育センター指導主事

※小学校においては、原則、学びグループリーダー、校内研究主任、教務主任等、校内
において学力に係る中心的な役割を担っている方の参加をお願いします。
※中学校においては、教科主任等、教科の担当者の参加をお願いします。
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Ｃ　学校への訪問支援研修

CA01011 CC01011

〈対　象〉

〈日　時〉

〈会　場〉　　　

〈講　師〉

〈対　象〉 希望校及び希望教員

〈日　時〉 通年 　 【備　考】

〈会　場〉　　　 希望校及び希望教員勤務校

【備　考】

CD01011

〈対　象〉

〈日　時〉

〈会　場〉　　　

〈講　師〉〈講　師〉　 〈対　象〉 希望校及び希望教員

【備　考】 〈日　時〉 通年

〈会　場〉　　　 希望校及び希望教員勤務校

〈講　師〉

教育センター指導主事

外部インストラクター

A 　情報セキュリティポリシー
 　　（情報セキュリティ令和5年度監査校緑区各校対象）
B　 一人一台タブレットPCを活用した授業づくり
C　 プログラミング教育（小学校のみ実施）
D　 ＩＣＴ機器操作

教育実践相談

　活用のポイント

教育指導員、又は指導主事

相談を希望する学校は、研究・研修班へ電話でご連絡くださ
い。

　活用のポイント
◆教育現場の様々な課題について、教育指導員や
　 指導主事が相談を受けます。
　〇授業改善　　〇学校運営　　〇学級経営　等

第1期一斉申込みは3月（昨年度）に終了しています。一斉申
込以降は、随時電話でご連絡をいただき、日程の調整がつく
範囲で対応させていただきます。派遣日決定後、e-ネット
SAGAMI（共有キャビネット）に格納してある「派遣申請書」を
研究・研修班へe-ネットSAGAMIのメールにてご提出くださ
い。

学校の要請に応じた指導主事等
の訪問支援研修 情報教育訪問サポート研修

　活用のポイント 　活用のポイント
◆学校からの支援要請に応じ、次のような内容につ
 　いて指導主事等の派遣を行い、相談・支援・指導
   を行います。
  ○校内研究、グループ及び個人での研究活動
　○授業改善
　○学級経営
  ○児童生徒指導
　○人材育成
  ○育児休業復業者　等

◆各学校の課題に対応した研修を通して、解決策や
 　効果的なICT活用について学ぶことができます。
◆講義、実技を通して校務や授業の情報化について
   学ぶことができます。

希望校

通年

希望校

教育センター指導主事

申込みは、昨年度末より開始しています。
各校に配付済みの希望票にてお申込みください。ご不明な点は学
習情報班へ問い合わせください。

CＢ01011

ＣＳＴの訪問支援研修

CST（コア・サイエンス・ティーチャー）

【備　考】
CSTとは、教員の理科教育における指導力向上を図ることを目的
として、横浜国立大学と教育委員会が連携して養成した中核的な
役割を担う教員です。各月の研修講座申込で随時募集します。詳
細決定後に、市内各校へ研修講座受講の募集を行います。

◆夏季休業中や放課後に行う各学校の研修会にＣＳＴを派遣
   する研修です。中学校の理科教科部会にも派遣し、研修を
　　行うことができます。
◆理科の観察・実験の指導のポイントについて学ぶことが
　　できます。（内容については、柔軟に対応します。
　　ご相談ください。）

希望校

通年

希望校、又は総合学習センター
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CF01011

〈対　象〉

〈日　時〉 通年

〈会　場〉　　　 希望校及び希望教員勤務校
〈講　師〉

【備　考】

各月の研修講座申込で募集します。
詳細決定後に、市内各校へ研修講座受講の募集を行いま
す。

東京工業高等専門学校との授業連携については、随時申込
みできます。東京工業高等専門学校のWebサイトから申し込
みください。ご不明な点は研究・研修班の担当にご連絡くだ
さい。

◆夏季休業中や放課後に行う各学校の研修会に東京工業
高等専門学校職員を派遣する研修です。
　中学校の理科教科部会にも派遣し研修を行うことができま
す。
◆理科の観察・実験の指導のポイントについて学ぶことがで
きます。（内容については、柔軟に対応します。ご相談くださ
い。）

希望校及び希望教員

東京工業高等専門学校職員

教育センター指導主事

　活用のポイント

東京工業高等専門学校職員の
訪問支援研修
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Ｄ　特別研修

DA0101 DB0101

【対　　　象】
【対　　  象】

【選考方法】 【選考方法】

【研修場所】　　　 【研修場所】　　　

【研修期間】

【研修期間】　 　 

DＢ0102 DＣ0101

【対　　　象】　 【対　　　象】

【選考方法】 【選考方法】

【研修方法】 【研修方法】　　　

【研修場所】 【研修場所】

【研修期間】 【研修期間】 　令和4年5月17日～令和4年5月19日
　もしくは
　令和4年8月1日～令和４年8月31日の
　中の3日間

交流及び共同学習推進指導者研究協議会
独立行政法人教職員支援機構主催研修

いじめ問題理解基幹研修

目的 目的

総合学習センター 　総合学習センター

　教育委員会が決定します。

　オンラインもしくは動画配信

◆インクルーシブ教育システムの充実を目指し、
   研究協議等を通じ、各地域における交流及び
   共同学習と障害の理解推進を図ります。併せ
   て本市特別支援教育推進の中核的指導者と
   なるための資質と能力を身に付けます。

◆いじめの未然防止及び早期発見・早期対応を踏
　 まえた取組やマネジメント力を習得し、本市にお
　 ける研修講師や各学校への指導・助言を行う指
　 導者としての資質と能力を身に付けます。

市立学校教員　　計1名 　市立学校教員　 計2名　

教育委員会が決定します。

オンライン

特別支援教育専門研修

◆インクルーシブ教育システムの充実に向け、多
   様な学びの場（通常の学級、通級による指導、
   特別支援学級）における各障害種別の指導者
   の専門性向上のために必要な知識を学び、本
   市特別支援教育推進の中核的指導者となるた
　 めの資質と能力を身に付けます。

◆さがみはら教育推進の中核的役割を果たすため
　 の資質・能力を身に付けるとともに、最新の教育
　 事情や情報、優れた教育実践を吸収し、本市教
　 育の発展に向けて提言を行います。

長期派遣研修

目的 目的

市立学校特別支援学級担任及び通
級指導教室担当　 計3名

教育委員会が決定します。

市立学校教員　 計3名

令和4年4月1日～令和5年3月31日

国立特別支援教育総合研究所及び
総合学習センター

教育委員会が決定します。

知的障害教育専修プログラム

　　令和4年5月9日～令和4年7月8日

発達障害・情緒障害教育専修プログラム

　　令和5年1月11日～令和5年3月15日

言語障害教育専修プログラム

　　令和5年1月11日～令和5年3月15日

①玉川大学教職大学院
②横浜国立大学教職大学院

③国立教育政策研究所

令和4年11月25日
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DＣ0102 DC0103

【対　　　象】 【対　　　象】

【選考方法】 教育委員会が決定します。 【選考方法】 教育委員会が決定します。

【研修方法】　　　オンラインもしくは動画配信 【研修場所】　　　

【研修場所】 【研修期間】　　　

【研修期間】　　　

DC0104 DC0105

【対　　　象】 小学校教員　　計1名 【対　　　象】

【選考方法】 教育委員会が決定します。 【選考方法】 教育委員会が決定します。

【研修方法】　　　 【研修方法】　　　動画配信もしくはオンライン

【研修場所】 【研修場所】

【研修期間】　　　 【研修期間】　　　

令和4年8月8日～令和4年8月10日
もしくは
令和4年12月1日～令和4年12月28日
の中の3日間程度

令和4年8月1日～令和4年8月31日
の中の3日間程度
もしくは
令和4年11月28日～令和4年11月30日

総合学習センター 令和4年8月23日～令和4年8月26日

総合学習センター

独立行政法人教職員支援機構主催研修

キャリア教育指導者養成研修

目的

◆発達段階に応じたキャリア教育の在り方、校内
　 外の連携を踏まえたキャリア教育推進のための
　 具体的な手立て、キャリア教育の評価・改善方
　 策について必要な知識等を学び、本市キャリア
　 教育推進の中核的指導者となるための資質と
　 能力を身に付けます。

◆ICTを活用した分かる授業を展開するための手
　立て、特色ある教育課程の編成や学校の課題
　解決のためのICT活用戦略づくり等について、
　必要な知識を学び、本市情報化教育推進の中
　核的指導者となるための資質と能力を身に付け
　ます。

市立学校教員　　計1名

独立行政法人教職員支援機構主催研修
学校教育の情報化指導者養成研修

目的

市立学校教員 　計1名　

◆発達の段階に応じた指導内容の重点化や道徳
　 教育推進教師を中心とした指導体制の充実、道
　 徳の時間の指導の充実、体験活動の推進、魅力
　 的な教材等について、必要な知識等を学び、本市
　 道徳教育推進の中核的指導者となるための資質
　 と能力を身に付けます。

総合学習センター

富山県富山市

市立学校教員　　計1名

独立行政法人教職員支援機構主催研修
小学校における外国語教育指導者養成研修

◆中学校との接続を意識し、児童が意欲的に取り
　 組む活動の設定・指導法及び学習評価等、小学
　 校学習指導要領における外国語教育の在り方に
　 ついて必要な知識を学び、本市外国語教育推進
　 の中核的指導者となるための資質と能力を身に
　 付けます。

目的

動画配信

令和4年8月1日～令和4年8月31日

の中の3日間程度

目的

独立行政法人教職員支援機構主催研修

道徳教育推進研修
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DC0106 DC0106

【対　　　象】 市立学校副校長　1名 【対　　　象】 市立小学校事務職員　1名

【選考方法】 教育委員会が決定します。 【選考方法】 教育委員会が決定します。

【研修場所】 【研修場所】

【研修期間】　　　 【研修期間】　　　

（※１）

（※１） （※１）の期間の場合はオンライン

（※１）の期間の場合はオンライン

もしくは

令和5年2月6日～令和5年2月10日

つくば中央研修センター

独立行政法人教職員支援機構主催研修
教職員等中央研修（事務職員研修）

目的

◆学校経営力向上のための高度で専門的な知識
　 等を習得し、各地域の中核として職務に取り組む
　 ための資質の向上を図ります。

つくば中央研修センター

令和4年6月13日～令和4年6月17日

令和4年10月17日～令和4年10月21日

令和5年1月30日～令和5年2月3日

のいずれか

令和4年9月26日～令和4年9月30日

令和4年8月1日～令和4年8月5日

独立行政法人教職員支援機構主催研修
教職員等中央研修（副校長等研修）

目的

◆学校の適切な管理運営、特色ある教育活動推
　 進のための高度で専門的な知識等を習得し、各
　 地域の中核として教育に取り組むための資質の
　 向上を図ります。
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Ｅ　職能研修：（１）学校事務職員研修

研修のポイント

◇ それぞれの職務に応じて必要とされる知識・技能の向上を図ります。

　学校事務職員研修講座

　学校事務職員新採用研修講座

これからの学校事務職員としての役割について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン　

教職員としての心構えと服務、社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶことが
できます。総合学習センター　大会議室　他

教職員としてのコンプライアンスについて、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　小会議室３

<講師> 教職員人事課長 ，教育センター所長，教育センター指導主事

１回

子どもの未就学・不就学  ～相模原市の夜間中学について～

<講師> 学校教育課　指導主事

2回

これからの学校事務職員としての役割について EA01021

10月21日(金) 15:00～17:00

EA01011

7月12日(火) 15:00～17:00 子どもの未就学・不就学について、講義を通して学ぶことができます。

オンライン

<講師> 国立教育政策研究所　初等中等教育研究部　部長　藤原文雄

１回

教職員としての心構えと服務、社会人としての自覚 EA02011

4月12日(火) 15:00～17:00

2回

教職員コンプライアンス、職員の任用及び社会保険に関する事務 EA02021

5月20日(金) 9:30～12:00

<講師> 教職員人事課職員 ，学校教育課職員

職員の種類、任用及び社会保険について、講義を通して学ぶことができます。

3回

学校財務事務、e-ネットSAGAMIの取り扱い EA02031

6月9日(木) 9:30～12:00

<講師> 学務課職員 ，教育センター指導主事

学校財務事務の取り扱いについて、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　小会議室３

e-ネットSAGAMIの取り扱いについて、演習を通して学ぶことができます。

4回

職員の給与・旅費に関する事務 EA02041

6月15日(水) 9:30～12:00

<講師> 教職員給与厚生課職員

職員の給与・旅費の計算方法について、講義を通して学ぶことができます。

総合学習センター　小会議室３

5回

事務室経営 EA02051

7月8日(金) 15:00～17:00

<講師> 教育センター指導主事

事務室経営について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　セミナールーム

初

事２
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備考 ・ は初任者研修講座と、

　学校事務職員２年次研修講座

備考　・　　　　　は学校事務職員新採用研修講座と合同で開催します。受講を希望する常勤代替事務職員も参加できます。

6回

学校事務職員の役割 EA02061

10月4日(火) 15:00～17:00

<講師> 教育センター指導主事

学校事務職員の役割について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　セミナールーム

は学校事務職員２年次研修講座と合同で開催します。受講を希望する常勤代替事務職員も参加できます。

１回

事務室経営 EA03011

7月8日(金) 15:00～17:00

<講師> 教育センター指導主事

<講師> 教育センター指導主事

2回

学校事務職員の役割 EA03021

10月4日(火) 15:00～17:00

事務室経営について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　セミナールーム

学校事務職員の役割について、協議を通して学ぶことができます。

総合学習センター　セミナールーム

初 事２

事新

事新

事新

事２
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Ｅ　職能研修：（２）教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士研修

　教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用研修講座

 　・   は、初任者研修講座と合同で実施します。

　教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士２年次研修講座

備考・☆は、受講を希望する教員も参加できます。

５回

学校給食における衛生管理 EB01051

9月～11月

会場：市立小学校　

※栄養教諭新採用研修と合同開催です。

<講師> 市立学校管理栄養士・栄養士・栄養教諭，学校給食課職員，教育センター指導主事

学校給食における衛生管理や作業工程、作業動線について、講義や見学を通して学ぶことが
できます。

４回

子どもたちにとっての食に関する指導の大切さ EB01041

9月13日(火) 15:00～17:00

オンライン　

※栄養教諭新採用研修、教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士２年次研修と合同開催
です。

<講師> 相模女子大学　教授　吉岡有紀子

学校給食における栄養管理と食に関する指導について、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。

１回

開講式・教職員としての心構えと服務・社会人としての自覚

<講師> 教職員人事課長，教育センター所長，指導主事

教職員としての心構えと服務及び社会人としての自覚について、講話や協議を通して学ぶこ
とができます。

<講師> 学校給食課職員，教育センター指導主事

３回

食物アレルギーの理解と対応 EB01031

未定

※学校給食課主催「食物アレルギー研修」と合同開催です。

<講師> 独立行政法人国立病院機構相模原病院　医師

２回

学校給食の役割と食物アレルギー対応 EB01021

4月26日(火) 15:00～17:00

総合学習センター　小会議室３

※栄養教諭新採用研修と合同開催です。

オンライン　

EB01011

4月12日(火) 15:00～17:00

総合学習センター　大会議室　他

学校給食の役割と食物アレルギー対応について、講義や協議を通して学ぶことができます。

学校における児童生徒の食物アレルギーの理解と対応について、講義や演習を通して学ぶこ
とができます。

学校給食における栄養管理と食に関する指導について、講義や協議を通して学ぶことができ
ます。

※栄養教諭新採用研修、教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士新採用研修と合同開催
です。

学校給食の運営、栄養管理や栄養指導について、講義や協議を通して学ぶことができます。

備考　・☆は、受講を希望する教員も参加できます。

<講師> 相模女子大学　教授　吉岡有紀子

※教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士３年次研修と合同開催です。

<講師> 学校給食課職員，教育センター指導主事

２回

学校給食の運営、栄養管理や栄養指導について EB02021

10月13日(木) 15:00～17:00

総合学習センター　小会議室３

１回

子どもたちにとっての食に関する指導の大切さ EB02011

9月13日(火) 15:00～17:00

☆

☆

初

初
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　教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士３年次研修講座

　教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士５年経験者研修講座

備考 ・全回、神奈川県教育委員会が実施する研修講座に参加します。

・採用から５年を経過した栄養教諭も受講の対象です。

学習指導要領と食に関する指導、食に関する指導の全体計画と指導の実際、食物アレル
ギー対応について、講義や協議を通して学ぶことができます。

学校給食における食事内容、地域と連携した取組、経験年数に伴う職務上の課題について、
講義や協議を通して学ぶことができます。

学校給食における衛生管理、企業における食育の取組、学校栄養職員・栄養教諭が行う調査
研究、学校給食における食物アレルギー対応の実際について、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。

神奈川県産品の学校給食への活用、給食と関連付けた食に関する指導、教科等と関連付け
た食に関する指導、食に関する指導と学習指導案について、講義や協議を通して学ぶことが
できます。

食べる機能の発達と支援について、講義や協議を通して学ぶことができます。

EB03011

6月10日(金) 15:00～17:00

総合学習センター　センター会議室

<講師> 陽光園職員

４回

神奈川県産品の学校給食への活用、給食と関連付けた食に関する指導、他 EB04041

7月27日(水) 9:00～16:30

健康医療局生活衛生部生活衛生課，横須賀市教育委員会，東京ガス，県立保健福祉大学　准教授　駿藤晶子，他

県立総合教育センター　

<講師> 横浜市教育委員会，鎌倉保健福祉事務所保健福祉課，神奈川県立総合教育センター

２回

<講師> 県保健体育課，相模原市立学校栄養教諭，横浜市立学校栄養教諭，神奈川県立総合教育センター

学校給食の運営、栄養管理や栄養指導について EB03021

※教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士２年次研修と合同開催です。

学校給食の運営、栄養管理や栄養指導について、講義や協議を通して学ぶことができます。

神奈川県立総合教育センター，川崎市教育委員会，相模原市教育委員会

学校給食における食事内容、地域と連携した取組、経験年数に伴う職務上の課題について EB04021

6月28日(火) 13:00～16:30

<講師>

１回

食べる機能の発達と支援について

7月15日(金) 9:00～16:30

２回

３回

学校給食における衛生管理、企業における食育の取組、調査研究の考え方と進め方、他 EB04031

県立総合教育センター　

<講師> 学校給食課職員，教育センター指導主事

県立総合教育センター　

10月13日(木) 15:00～17:00

総合学習センター　小会議室３

備考・☆は、受講を希望する教員も参加できます。

１回

学習指導要領と食に関する指導、食に関する指導の全体計画と指導の実際、他 EB04011

5月18日(水) 9:00～16:30

県立総合教育センター　

<講師>

☆
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　教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士１０年経験者研修講座

備考 ・全回、神奈川県教育委員会が実施する研修講座に参加します。

・採用から10年を経過した栄養教諭も受講の対象です。

学習指導要領と食に関する指導、食に関する指導の全体計画と指導の実際、食物アレル
ギー対応について、講義や協議を通して学ぶことができます。

８回

調査研究についての課題発表 EB05081

1月12日(木) 9:00～16:30

県立総合教育センター　

<講師> 神奈川県立総合教育センター

調査研究について、発表や協議を通して学ぶことができます。

７回

食に関する指導についての課題発表 EB05071

12月20日(火) 9:00～16:30

県立総合教育センター　

<講師> 神奈川県立総合教育センター

食に関する指導について、発表や協議を通して学ぶことができます。

６回

学校給食実施基準の改定のポイントと活用、自己管理能力を育む食育 EB05061

10月4日(火) 13:30～16:30

県立総合教育センター　

<講師> 鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科　講師　齋藤さゆり，女子栄養大学食物栄養学科　教授　小川孝

学校給食実施基準の改訂ポイントと活用、自己管理能力を育む食育について、講義や協議を
通して学ぶことができます。

学校給食における衛生管理、企業における食育の取組、調査研究の考え方と進め方、他 EB05031

県立総合教育センター　

１回

学習指導要領と食に関する指導、食に関する指導の全体計画と指導の実際、他

５回

カラーバリアフリーについて、食に関する指導教材・教具の活用の実際、作成、活用について EB05051

8月22日(月) 9:00～16:30

県立総合教育センター　

<講師> 県地域福祉課，川崎市立学校栄養教諭，神奈川県立総合教育センター

カラーバリアフリーについて、食に関する指導教材・教具の活用の実際、作成、活用につい
て、講義や演習、協議を通して学ぶことができます。

２回

個別指導に取り組むために、学校給食における食事内容、地域と連携した取組、他
6月28日(火) 9:00～16:30

県立総合教育センター　

<講師> 横浜市教育委員会，鎌倉保健福祉事務所保健福祉課，神奈川県立総合教育センター

EB05021

４回

神奈川県産品の学校給食への活用、給食と関連付けた食に関する指導、他 EB05041

7月27日(水) 9:00～16:30

<講師> 県保健体育課，相模原市立学校栄養教諭，横浜市立学校栄養教諭，神奈川県立総合教育センター

県立総合教育センター　

神奈川県産品の学校給食への活用、給食と関連付けた食に関する指導、教科等と関連付け
た食に関する指導、食に関する指導と学習指導案について、講義や協議を通して学ぶことが
できます。

県立総合教育センター　

<講師> 神奈川県立総合教育センター，川崎市教育委員会，相模原市教育委員会

３回

個別指導に取り組むために、学校給食における食事内容、地域と連携した取組、経験年数に
伴う職務上の課題について、講義や協議を通して学ぶことができます。

学校給食における衛生管理、企業における食育の取組、学校栄養職員・栄養教諭が行う調査
研究、学校給食における食物アレルギー対応の実際について、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。

7月15日(金) 9:00～16:30

健康医療局生活衛生部生活衛生課，横須賀市教育委員会，東京ガス，県立保健福祉大学　准教授　駿藤晶子，他

5月18日(水) 9:00～16:30

EB05011

<講師>
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Ｅ　職能研修：（３）学校職員研修

　給食調理員研修講座

　学校技能員研修講座

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」

<講師> 東洋大学　准教授　露久保美夏

EC01011

7月26日(火) 13:30～15:30
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」について、講義を通して学ぶことができます。

教育会館　

刈り払い機飛散防止アタッチメントのメンテナンス

会場：市立中学校　

株式会社　スプラウト・ワン　代表取締役　渡邉景一郎

EC02011

7月26日(火) 9:10～11:30

<講師>

刈り払い機飛散防止アタッチメントのメンテナンスについて、講義を通して学ぶことができま
す。
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Ｅ　職能研修：（４）指導教員研修等

　初任者研修　指導教員研修講座 《対象者》拠点校指導教員（必修）、校内指導教員等（自校方式校１名必修）、希望者

　初任者研修 実施校説明会

備考

　養護教諭新採用研修専門指導員説明会 《対象者》養護教諭新採用研修専門指導員

<講師> 教育センター指導主事 ，教職員人事課指導主事

<講師> 教育センター再任用指導主事，教職員給与厚生課保健師 ，教育センター指導主事

《対象者》参加を希望する校内指導教員、拠点校指導教員(必修）

総合学習センター　大会議室　他

・初任者研修の計画書や報告書等の格納場所は、次のとおりです。
　eネットSAGAMI共有キャビネット/教育委員会各課のキャビネット/15教育センター【研究・研修班】
　/02 Aライフステージ研修/（1）基本研修/③初任者研修講座

養護教諭専門指導員説明会 ED03011

4月4日(月) 16:00～17:00 令和４年度養護教諭新採用研修の概要と計画書作成等について説明します。

総合学習センター　センター会議室

<講師> 教育センター指導主事

初任者研修 実施校説明会 ED02011

4月8日(金) 16:00～17:00

<持ち物>初任者研修指導教員のためのハンドブック

令和４年度初任者研修の概要と校内研修の進め方、計画書及び報告書の作成について説明
します。総合学習センター　大会議室　他

１回

指導教員としての指導の在り方

２回

初任者指導の課題と方策
7月1日(金) 15:00～17:00

<講師> 教育センター再任用指導主事 ，教育センター指導主事

ED01021

今後の初任者研修の充実を図るための指導の在り方について、講義や協議を通して学ぶこと
ができます。総合学習センター　大会議室　他

4月26日(火) 15:00～17:00

ED01011

指導教員としての指導の在り方について、講義や協議を通して学ぶことができます。
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　指導教諭研修講座

指導教諭研修講座

　

　

<講師> 教育センター指導主事

　指導教諭連絡会

指導教諭連絡会 ED0601

　

総合学習センター　研究室2 　

<講師> 教育センター指導主事

8:30～10:00

4月13日(水)

6月22日(水)

9月14日(水)

12月7日(水)

6月8日(水) 11月30日(水)

5月18日(水) 11月2日(水)

5月25日(水) 11月9日(水)

6月1日(水)

9月7日(水)

9月21日(水)

6月15日(水)

6月29日(水)

8月24日(水)

ED0501

11月16日(水)

2月8日(水)

4月20日(水) 10月12日(水)

4月27日(水) 10月19日(水)

5月11日(水) 10月26日(水)

･指導教諭の職務・職責、授業公開・示範授業、指導助言等について、講義や協議を通して学
ぶことができます。

・指導教諭が行う授業公開、指導助言、その他の職務について、情報交換を行います。

8月31日(水)

7月6日(水)

8:30～10:00

9月28日(水)

10月5日(水)

12月14日(水)

12月21日(水)

1月11日(水)

1月18日(水)

1月25日(水)

2月1日(水)

2月15日(水)

2月22日(水)

3月1日(水)

3月8日(水)

7月13日(水)
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〇キャリアステージ研修

研修講座名 研修内容 日時 場所 講座案内掲載ページ 備考

1 養護教諭新採用研修講座 応急処置の理論と実践 ６月２３日（木）15：00～17：00 総合学習センター 35

2 養護教諭２年次研修講座 児童生徒等に関わる事件・事故発生時の緊急支援 ８月１９日（金）14：30～16：30 オンライン 37

3 養護教諭３年次研修講座 子どもの心を動かす保健教育 ９月３０日（金）15：00～17：00 オンライン 38

4 栄養教諭新採用研修講座 子どもたちにとっての食に関する指導の大切さ ９月１３日（火）15：00～17：00 オンライン 40

〇専門研修

1 各教科等教育研修講座　総則 学習指導要領の内容を踏まえた教育課程の編成と教育活動の工夫・改善について １月２０日（金）16：00～17：00 オンライン 45

2 各教科等教育研修講座　国語 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて ８月３１日（水）16：00～17：00 オンライン 45

3 各教科等教育研修講座　社会 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月１３日（金）16：00～17：00 オンライン 45

4 各教科等教育研修講座　算数 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて ２月１４日（火）16：00～17：00 オンライン 45

5 各教科等教育研修講座　数学 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月２7日（金）16：00～17：00 オンライン 45

6 各教科等教育研修講座　理科 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月３１日（火）15：30～17：00 オンライン 45

7 各教科等教育研修講座　生活（小学校） 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて ２月１７日（金）16：00～17：00 オンライン 45

8 各教科等教育研修講座　音楽（小学校） 児童の資質・能力を育むための授業づくりについて １２月１日（木）16：00～17：00 オンライン 45

9 各教科等教育研修講座　音楽（中学校） 生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １２月２日（金）16：00～17：00 オンライン 45

10 各教科等教育研修講座　図画工作・美術 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １１月２９日（火）16：00～17：00 オンライン 46

11 各教科等教育研修講座　保健体育 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて ２月２１日（火）16：00～17：00 オンライン 46

12 各教科等教育研修講座　中学校技術・家庭（技術分野） 生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて ９月　２日（金）16：00～17：00 オンライン 46

13 各教科等教育研修講座　家庭　中学校技術・家庭（家庭分野） 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月１８日（水）16：00～17：00 オンライン 46

14 各教科等教育研修講座　外国語活動　外国語 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月２５日（水）16：00～17：00 オンライン 46

15 各教科等教育研修講座　総合的な学習の時間 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて ２月　３日（金）16：00～17：00 オンライン 46

16 各教科等教育研修講座　特別活動 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて １月１９日（木）16：00～17：00 オンライン 46

17 各教科等教育研修講座　特別の教科　道徳 児童生徒の資質・能力を育むための授業づくりについて ９月３０日（金）16：00～17：00 オンライン 46

18 各教科等教育研修講座　学校保健 これからの学校保健について ２月１５日（水）16：00～17：00 オンライン 46

19 公開授業研修講座（中学校各教科）　国語 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

20 公開授業研修講座（中学校各教科）　社会 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

21 公開授業研修講座（中学校各教科）　数学 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

22 公開授業研修講座（中学校各教科）　理科 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

23 公開授業研修講座（中学校各教科）　音楽 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

24 公開授業研修講座（中学校各教科）　美術 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

25 公開授業研修講座（中学校各教科）　技術・家庭（技術分野） 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

26 公開授業研修講座（中学校各教科）　技術・家庭（家庭分野） 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 47

27 公開授業研修講座（中学校各教科）　保健体育 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

28 公開授業研修講座（中学校各教科）　特別の教科　道徳 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

29 公開授業研修講座（中学校各教科）　外国語 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

30 公開授業研修講座（中学校各教科）　総合的な学習の時間 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

31 公開授業研修講座（中学校各教科）　特別活動 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

32 公開授業研修講座（中学校各教科）　特別支援教育 学習指導要領の趣旨に則った授業づくりについて ９月～２月 市立中学校 48

33 公開授業研修講座（新潟市マイスター教員による） 新潟市マイスター教員による公開授業 １０月～１２月（未定） 市立小中学校 49

34 公開授業研修講座（指導教諭による） 指導教諭による公開授業 ５月～２月（未定） 市立小学校 49

35 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 小学校体育①水泳運動系　水泳運動系の楽しさや喜びを味わうことのできる運動 ７月２５日（月） 9:30～12:00 中央小学校　水泳場、体育館 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

36 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 小学校体育②陸上運動系　陸上運動系の楽しさや喜びを味わうことのできる運動 ７月２５日（月） 9:30～12:00 富士見小学校　体育館 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

37 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 小学校体育③保健　課題を発見し、解決に向けて思考・判断・表現を行う保健の授業 ７月２５日（月） 14:00～16:30 中央小学校　教室 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

38 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 中学校保健体育①器械運動　技ができる楽しさや喜びを味わうことのできる授業 ８月５日（金） 9:30～12:00 由野台中学校　体育館 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

39 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 中学校保健体育②球技（ネット型）　ネット型の攻防の楽しさを味わうことのできる授業 ８月５日（金） 9:30～12:00 弥栄中学校　体育館 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

40 伝達研修講座（小学校体育、中学校保健体育） 中学校保健体育③ダンス　ダンスの楽しさを味わうことのできる授業 ８月５日（金） 14：00～16：30 由野台中学校　体育館 50
新型コロナウイルス感染症拡大時に

は、中止とする場合あり

41 JAXA（宇宙航空研究開発機構）との宇宙教育連携講座 JAXA都の授業連携の進め方 ９月２８日（水）15：00～17：00 総合学習センター 51

希望による受講可能研修講座一覧
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42 支援教育コーディネーター新担当者研修講座 不登校についての理解と対応 ７月７日（木）15：00～17：00 オンライン※ 52

43 特別支援学級新担任者研修講座 特別な支援を必要とする児童生徒の理解と支援の手立て ４月１３日（水）15：00～17：00 総合学習センター 53 集合で来てもらった方がいいです

44 特別支援学級新担任者研修講座 自立活動の指導について ５月１９日（木）15：30～17：00 市民会館 53
教育課程より自立活動の方が一般の

先生にも役立ちます

45 特別支援学級新担任者研修講座 児童生徒のアセスメントによる理解と支援 ６月８日（水）15：00～17：00 総合学習センター 53 集合で来てもらった方がいいです

46 支援教育スキルアップ研修講座 知的障がいのある子どもへの指導の工夫について ４月２７日（水）15：00～17：00 オンライン 54

47 支援教育スキルアップ研修講座 肢体不自由のある児童生徒の理解と支援について ７月２２日（金）9：30～12：00 陽光園 54

48 支援教育スキルアップ研修講座 多層指導モデルMIM（ミム）の実践と指導方法について ７月２７日（水）14：00～16：30 総合学習センター 54

49 支援教育スキルアップ研修講座 インクルーシブ教育システム構築のための支援教育の在り方 ８月１日（月）9：30～12：00 オンライン 54

50 支援教育スキルアップ研修講座 読み書きに困難のある子どものアセスメントと指導について １０月１３日（木）15：00～17：00 総合学習センター 54

51 支援教育スキルアップ研修講座 発達障がいのある子どものライフスキル １０月１８日（火）15：00～17：00 総合学習センター 54

52 支援教育スキルアップ研修講座 吃音のある子どもの理解と支援 １１月１日（火）15：00～17：00 オンライン 54

53 情報活用能力の育成研修講座 プログラミングソフトを活用しようpart1～スクラッチ・ビスケット編～ ５月１７日（火）15：00～17：00 総合学習センター 56

54 情報活用能力の育成研修講座 プログラミングソフトを活用しようpart2～レゴWedo2.0編～ ５月３１日（火）15：00～17：00 総合学習センター 56

55 情報活用能力の育成研修講座 プログラミングソフトを活用しようpart3～レゴマインドストームEV3編 ～ ８月２６日（金）16：00～17：00 総合学習センター 56

56 情報活用能力の育成研修講座 プログラミングソフトを活用しようpart4～レゴSPIKE編～ １１月２４日（木）15：00～17：00 総合学習センター 56

57 情報活用能力の育成研修講座 「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校低学年向け） ７月２７日（水）9：30～11：30 総合学習センター 56

58 情報活用能力の育成研修講座 「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校中学年向け） ７月２７日（水）14：30～16：30 総合学習センター 56

59 情報活用能力の育成研修講座 「相模原プログラミングプラン」の授業づくり（小学校高学年向け） ７月２９日（金）14：30～16：30 総合学習センター 56

60 情報活用能力の育成研修講座 プログラミングの授業づくり（中学校向け） ９月２７日（火）15：00～17：00 総合学習センター 57

61 ICTを活用した授業改善研修講座 Chromebookを活用した授業づくり～便利で簡単な機能で始めよう基本編～ ５月１３日（金）15：00～17：00 総合学習センター 57

62 ICTを活用した授業改善研修講座
Chromebookを活用した授業づくり

～ICTを活用して個別最適な学びを実現しよう応用編～
１０月１４日（金）15：00～17：00 総合学習センター 57

63 ICTを活用した授業改善研修講座 GoogleWorkspaceの機能を活用しよう～Meet編～ ６月３日（金）15：00～17：00 総合学習センター 57

64 ICTを活用した授業改善研修講座 【オンラインで4時から研修】事例で学ぶNetモラルを使いこなそう！ ６月１０日（金）16：00～17：00 オンライン 57

65 ICTを活用した授業改善研修講座
【オンラインで4時から研修】ポプラディアネット

(Sagasokka!)の使い方を知ろう！
６月２１日（火）16：00～17：00 オンライン 57

66 ICTを活用した授業改善研修講座 GoogleWorkspaceの機能を活用しよう～スライド・Jamboard編～ ９月１４日（水）15：00～17：00 総合学習センター 58

67 ICTを活用した授業改善研修講座 デジタル教科書を活用した授業づくり １１月３０日（水）16：00～17：00 総合学習センター 58

68 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！ドリルパーク編　 ６月２日（木）15：30～17：00 オンライン 58

69 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！オクリンク基本編 ６月９日（木）15：30～17：00 オンライン 58

70 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！オクリンク活用編 １１月４日（金）15：30～17：00 オンライン 58

71 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！ムーブノート基本編 ６月１４日（火）15：30～17：00 オンライン 58

72 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！ムーブノート活用編 １１月２５日（金）15：30～17：00 オンライン 58

73 ICTを活用した授業改善研修講座 ミライシードの使い方を知ろう！年度更新・管理者編 ３月３日（金）16：00～17：00 オンライン 58

74 校務の情報化研修講座 情報セキュリティ・モラル ５月１２日（木）15：00～17：00 教育会館 59

75 校務の情報化研修講座 GoogleWorkspaceで校務を効率化しよう～forms＆スプレットシート編～ ９月２１日（水）15：00～17：00 総合学習センター 59

76 校務の情報化研修講座 GoogleWorkspaceで校務を効率化しよう～サイト編～ １０月６日（木）15：00～17：00 総合学習センター 59

77 校務の情報化研修講座 Answer Box Creator(ABC)アンケート処理ソフトウェア ５月２４日（火）15：00～17：00 総合学習センター 59

78 校務の情報化研修講座 リアテンダント®テスト集計処理ソフトウェア ５月２５日（水）15：00～17：00 総合学習センター 59

79 校務の情報化研修講座 ホームページビルダー １１月１６日（水）15：00～17：00 総合学習センター 59

80 校務の情報化研修講座 オンライン会議システム　Webexを使いこなそう！ ９月８日（木）16：00～17：00 オンライン 60

81 児童生徒理解研修講座Ⅰ 子どもの未就学・不就学　～相模原市の夜間中学について～ １１月２日（水）15：00～17：00 オンライン 62

82 児童生徒理解研修講座Ⅱ 発達障がいのある児童生徒理解と支援について １１月２５日（金）15：00～17：00 オンライン 62

83 人権福祉教育研修講座Ⅰ 人権の大切さを知る １０月２７日（木）13：30～16：00 オンライン 63

84 人権福祉教育研修講座Ⅱ 子どもの人権を守る １月２４日（火）15：00～17：00 オンライン 63

85 幼・保・小連携研修講座 幼児教育と小学校教育との円滑な接続について ６月２２日（水）15：00～17：00 市立小学校及び義務教育学校連携校 63

86 道徳教育推進教師研修講座 道徳教育推進教師の役割や具体的な進め方 ４月２２日（金）15：00～17：00 教育会館 64

87 外国語教育推進教師研修講座 言語活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成するための授業づくり ６月２３日（木）15：00～17：00 オンライン 64

88 外国語教育推進教師研修講座 英語教育推進リーダーによる公開授業① ９月２９日（木）15：00～17：00 オンライン 64 現地参観希望の場合は応相談

89 外国語教育推進教師研修講座 英語教育推進リーダーによる公開授業② １１月中 オンライン 64 現地参観希望の場合は応相談

※研修講座案内では集合研修となっていますが、希望者はオンライン研修となります。

〇職能研修

1 教育委員会に所属する管理栄養士・栄養士３年次研修講座 食べる機能の発達と支援について ６月１０日（金）15：00～17：00 総合学習センター 77
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(1) 学校教育課が主管する研修等･･･P.85～89 
 
(2) 青少年相談センターが 

主管するセミナー等･･････P.90・91 
 

(3) 野外体験教室が 
       主管するセミナー等･･････P.92 
 
(4) 神奈川県教育委員会主催研修･･････P.93 
 
(5) ５センター相互補完研修･･････････P.94 
 
(6) 市民公開講座････････････････････P.95 
 
(7) 教育センター周辺案内図･･････････P.96 
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回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
5 月 13日（金） 
15：30～17：00 

・キャリア教育の推進について 
 

オンライン 
開催予定 学校教育課 

指導主事 
教育センター 
指導主事 

２ 
2 月 2 日（木） 
15：30～17：00 

オンライン 
開催予定 

回 日 程 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
5月11日(水) 
19:00～21:00 ・学校教育と部活動 

・人権についての基本的な考え方と配慮 

・健康・安全に留意した部活動指導 
講義 

未定 
（後日連絡） 

学校教育課 
指導主事 

２ 
8月20日(土) 
9:00～11:00 

回 日 程 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
4月25日(月) 
10:00～11:30 

・観察実験アシスタントの服務 
・実験器具の基本操作、安全管理 

講義 
協議 

オンライン開催予定 

学校教育課 
指導主事 
教育センター 
指導主事 

２ 
7月8日(金) 
10:00～11:30 

・授業者との連携の工夫 
・実験時の注意点 

講義 
協議 

オンライン開催予定 

コア・サイエン

ス・ティーチャー 

学校教育課 
指導主事 
教育センター 
指導主事 

回 日 程 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
4月28日(木) 
15:00～17:00 

・国際教室について 
・特別の教育課程について 

講義 
協議 

相模原市役所 
会議室棟第 3会議室 

学校教育課 
指導主事 

対象：小中学校及び義務教育学校の観察実験アシスタント 
 

 

 対象：学校に派遣されている技術指導者及び希望する教員 

 対象：国際教室担当教員 

 対象：小中学校及び義務教育学校のキャリア教育担当者 

対象：小学校及び義務教育学校に配置する観察実験アシスタント 
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回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
4月上旬 

（後日連絡） 
・情報 BOXの操作 実技 未定 外部講師 

２ 
6月16日(木) 
15:00～17:00 

・子どもの学びを広げる学校図書館
をめざして 

※教育センターとの共催です。 

オンラ
イン 

各校 
 

教育センター 
指導主事 他 

 対象：小中学校及び義務教育学校に配置する図書整理員 
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回 日程等 協 議 内 容 会 場 講師等 

１ 

 
4 月 13日(水) 
15:30～17:00 

 

・外国人英語指導助手事業について 

・外国人英語指導助手の服務について 

・情報交換 

情報 
提供 

オンライン開催予定 
学校教育課 
指導主事 

２ 
1 月 31日(火) 
15:30～17:00 

・来年度の配置について 

・情報交換 

・英語教育に係る情報提供 

情報 
提供 
協議 

未定 
学校教育課 
指導主事 

回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
5 月 24日(火) 
14:00～17:00 

・人権・福祉教育の事業説明 
・人権関連の情報提供  他 

情報 
提供 
グルー

プ協議 

緑区合同庁舎 
会議室 

学校教育課 
人権担当 

２ 
11月 24日（木） 
14:00～17:00 

・人権教育研修 
「自傷行為対応力向上研修」 

・人権・福祉教育に関する情報提供 
・人権・福祉教育推進校の報告  他 

※「自傷行為対応力向上研修」は、 
希望者にライブ配信をします。詳細
については、別途お知らせします。 

情報 
提供 
グルー

プ協議 

市民会館 
第一大会議室 

学校教育課 
人権担当 

回 日程等 協 議 内 容 会 場 講師等 

１ 
緑 
区 

6 月未定 
15:00～17:00 

※第２回児童支援専任教

諭連絡会と同時開催 

・児童虐待対応体制 
・担当者役割 
・関係機関との連携の
あり方 他 

 

情報 
提供 
グルー

プ協議 

緑区合同庁舎 
会議室 

学校教育課指導主事 

青少年相談センター 

指導主事 

児童相談所職員 

子育て支援センター

職員 

１ 
中 
央 
区 

6 月未定 
15:00～17:00 

※第２回児童支援専任教

諭連絡会と同時開催 

・児童虐待対応体制 
・担当者役割 
・関係機関との連携の
あり方 他 

 

情報 
提供 
グルー

プ協議 

未定 

学校教育課指導主事 

青少年相談センター 

指導主事 

児童相談所職員 

子育て支援センター

職員 

１ 
南 
区 

6 月 16日(木) 
15:00～17:00 

※第２回児童支援専任教

諭連絡会と同時開催 

・児童虐待対応体制 
・担当者役割 
・関係機関との連携の
あり方 他 

 

情報 
提供 
グルー

プ協議 

南区保健福祉センター 

健診室 

学校教育課指導主事 

青少年相談センター 

指導主事 

児童相談所職員 

子育て支援センター

職員 

 対象：小中学校及び義務教育学校のＡＬＴ担当者 

 対象：小中学校及び義務教育学校の人権・福祉教育担当者 

 

 対象：各区小中学校及び義務教育学校の児童虐待対応担当者 
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回 日程等 協 議 内 容 会 場 講師等 

１ 
4 月 11日（月） 
15:00～17:00 

・児童支援専任教諭の効果的な役割に 
ついての研究協議等 

相模原市役所 
第 3委員会室 

学校教育課担当課長 
青少年相談センター
指導主事 

２ 

6 月未定  
（各区開催） 
15:00～17:00 

※児童虐待対応担当 

 者会と同時開催 

未定 

学校教育課指導主事 

青少年相談センター 

指導主事 

児童相談所職員 

子育て支援センター 

職員 

３ 
9 月 12日（月） 
15:00～17:00 

未定 

青少年相談センター 

指導主事 

学校教育課指導主事 

４ 
2 月 10日（金） 
15:00～17:00 

未定 学校教育課指導主事 

５ 【選択研修講座】 
研修講座案内 P52の「支援教育コーディネーター研修講座」の中から 2講座以上受講 ６ 

回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 
 

6 月 1 日（水） 
15:00～17:00 

 
・学校における食育の推進について 
・各校の食に関する指導の取組について等 
 

オンライン 
開催予定 

学校教育課 
指導主事等 

2 
11月 11日
（金） 

15:00～17:00 

オンライン 
開催予定 

学校教育課 
指導主事等 

回 日程等 
4 月 18 日  (月) 

協 議 内 容 会 場 講師等 
１ 

・学校における食育の推進について 
未定 

（後日連絡） 

学校教育課 

指導主事 

２ 5 月 12日 （木） 

３ 7 月 5日 （火） 

４ 10 月 5日 （水) 

５ 11 月 1日 （火） 

６ 2 月 15日 （水） 

すべて 15：00～16：30 

 対象：栄養教諭 

 対象：児童支援専任教諭 

 対象：小中学校及び義務教育学校の食育担当者 
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回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

 
1 
 
 

6 月 29日（水） 
15：30～17：00 

・４・５年学習調査の結果について 
・Web評価支援システムの活用方法について 

オンライン 
学校教育課 
指導主事 

2 
10月 13日（木） 
15：30～17：00 

・４・５年学習調査の分析・活用について オンライン 

学校教育課 
指導主事 
教育センター 
指導主事 

回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 

 
5 月 17日（火） 
15:30～17:00 

 

・小学校低学年段階における 
 確かな読みの力の定着に向けた 
 多層指導モデル MIM の概要 
・デジタル MIM について 

 
オンライン 

 

学校教育課 
指導主事 

2 

 
11月 2日（水） 
15:30～17:00 

 

・学校における MIMの推進について 
・情報交換について 
 

オンライン 
 

学校教育課 
指導主事 

3 

 
１月 13日（金） 
15:30～17:00 

  ※希望者 

・実践報告について 
・次年度に向けた取組について 

オンライン 
 

学校教育課 
指導主事 

回 日程等 研 修 内 容 会 場 講師等 

１ 

4 月 12日（火） 
13:30～15:00 
学習支援員 

 
15:10～16:15 
配置校担当者 

 

 
・学習支援員の服務 
・令和４年度学力保障の重点について 
 
・学習支援員の服務、活用について 
・令和４年度学力保障の重点について 

 
オンライン 

 

学校教育課 
指導主事 

2 

 
11月 15日（火） 
13：30～15：00 
 

 
・学習支援員の支援、指導について 
・情報交換について 

オンライン 
学校教育課 
指導主事 

 
対象：学びグループリーダー、校内研究主任、教務主任等、

校内において学力に係る中心的な役割を担っている方 

 

 

 

 

対象：小学校及び義務教育学校の MIM担当者 

 

 

 

対象：第１回 学習支援員（前半）及び副校長・教務主 

任等の学習支援員配置校担当者（後半） 

   第２回 学習支援員 
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不登校の未然防止や早期発見・早期対応や、登校しぶり、不登校についての具体的な課題等について、

指針や手立てなどの情報を提供することによって課題解決を図ります。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 日程等 テーマ 会 場 講師等（予定） 

１ 
6月 7日（火） 

15:00～17：00 

パネルディスカッション 

「～支援の窓口担当の役割とは～」 
中央相談室 

相談班主事 

市内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

２ 

7月 25日（月） 

10:00～12：00 

「支援の汎用的スキルと様々な 

対応」 

城山総合事務所 

相談班主事 
7月 29日（金） 

10:00～12：00 
南区合同庁舎 

8月  5日（金） 

10:00～12：00 
中央相談室 

３ 
9月 6日（火） 

15:00～17：00 
「教育と福祉の連携」 中央相談室 

相談班主事 

SSW 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

４ 
11月 7日（月） 

15:00～17：00 
「医療相談と医療との連携」 教育会館 

北里大学 

児童精神科医 

５ 
2月 21日（火） 

15:00～17：00 

パネルディスカッション 

「～よりよい支援体制とは～」 
中央相談室 

相談班主事 

市内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 

 

 対象：小中学校及び義務教育学校の教員 
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回 日程等 内  容 会 場 講師等 

１ 
5月 14日（土） 

10:00～12:00 

① 不登校についての理解 

② 相談指導教室について 

③ 不登校について語る（グル

ープ） 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

中央 
相談室 

相談班主事・ 

青少年教育カウンセラー 

２ 

6月 25日（土） 

14:00～16:00 
① 高校入試制度の概要 

② 様々な学びの場について 
③ 進路について語る（グルー

プ） 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

城山総合
事務所 相談班主事・ 

フリースクール・ 

青少年教育カウンセラー 

 

7月 2日（土） 

10:00～12:00 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

中央 
相談室 

8月 4日（木） 

18:30～20:30 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

南区 
合同庁舎 

３ 
10月 15日（土） 

14:00～16:00 

① 家庭での過ごし方について

（本人・保護者の経験談） 

② 学校・家庭での生活につい

て語る（グループ） 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

津久井中
央公民館 

相談班主事 

青少年教育カウンセラー 

４ 
11月 19日（土） 

14:00～16:00 

① 学校と家庭の協力について 

② 学校・家庭生活での困り感

について語る（グループ） 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

南区 
合同庁舎 

相談班主事 

青少年教育カウンセラー 

５ 
2月 11日（土） 

14:00～16:00 

① 本人・保護者の経験談 

② 新年度に向けて語る（グル
ープ） 

講話 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
協議 

中央 
相談室 

相談班主事・ 

青少年教育カウンセラー・ 

不登校経験者 

 対象：不登校や登校しぶりのある児童・生徒の保護者 
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体験活動の教育的価値や教育課程での位置付けについての理解を深め、教員の資質や学校における実践的指

導力の向上を図ります。 

 

 

 

 

   

【内容】 

・体験活動のねらいやめあてづくりの方法について 

・体験活動の教育的価値や事例の紹介について 

・教科指導等における体験活動の位置付けについて 

・体験活動研修 

（活動例） 自然の染め物、わらリースづくり、オリエンテーリング 城山ハイキング、陣馬山登山 

川あそび、郷土食づくり 等 

 

【方法】 

・学年単位、学級単位等、様々な規模で実施可能です。 

・相小研や相中研の研究部会にかかわることが可能です。 

   ・講義形式や実践研修等、様々な対応が可能です。 

   ・年間を通した、継続した相談に対応が可能です。 

   

※詳細は野外体験教室指導主事にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 日程 研 修 内 容 会 場 講師等 

相模川自然の村
野外体験教室 

通年 

教員の教育課題に対応する形で、
体験的な学習にかかわる授業づく
りや教材研究について 
 
野外体験教室で行う体験活動の事
前研修 

講義 
演習 

･各校 
･相模川自然の村 
野外体験教室 
･ふるさと自然 
体験教室 

野外体験教室 
指導主事等 

 対象：小中学校及び義務教育学校の教員 
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主催課・講座 対 象 

県
体
育
指
導
セ
ン
タ
ー 

 学校体育指導者研修講座 

 

小学校 

 陸上運動系 6月 22日（水） 指定２名 

 水泳運動系 6月 24日（金） 指定２名 

保健 6月 24日（金） 指定２名 

中学校 

 器械運動 6月 22日（水） 指定２名 

球技（ネット型） 6月 22日（水） 指定２名 

 ダンス 6月 22日（水） 指定２名 

 学校体育武道指導者指導力向上研修講座（柔道） 8月 2日（火）・3日（水） 指定２名 

 学校体育武道指導者指導力向上研修講座（剣道） 8月 2日（火）・3日（水） 指定２名 
 
 
 
 

主催課・講座 対 象 

 道徳教育研修講座  指定小中学校及び義務教育学校 各１名 

※留意点１ 申込みについて 

◆県総合教育センター主催の研修講座です。 

直接学校から県総合教育センターに申込みはできません。 

      ２ 受講者の決定について 

◆指定研修講座の受講決定者については、後日、相模原市教育センター経由で実施要項等を送付し

ます。 
 

主催課・講座 期 日 対 象 

県
総
合
教
育 

セ
ン
タ
ー 

 食に関する指導研修講座 6月 3日（金） 希望者  管理職、共同調理場長 

 健康相談等研修講座 7月 26日（火） 希望者   教諭・養護教諭・管理職等 

 学校保健研修講座 9月 22日（木） 希望者   教諭・養護教諭・管理職等 

 

主催課・講座 期 日 対 象 

県
保
健
体
育
課 

 小・中・高等学校等 

 交通安全教育研修講座 
6月 23日（木） 希望者  交通安全教育担当の総括教諭、教諭等 

小・中学校防犯教室研修講座 7月 6日（水） 希望者  教職員    

防災教育研修講座 9月 7日（水） 希望者  管理職及び防災教育担当の総括教諭、教諭 

※留意点１ 申込みについて 

◆県総合教育センターの希望研修講座申込みは、相模原市教育センターが窓口です。 

◆県保健体育課の希望研修講座申込みは、学校教育課が窓口です。 

直接学校から県総合教育センター、県保健体育課に申込みはできません。 

２ 受講者の決定について 

◆希望研修講座については、定員等の関係で受講が承認されなかった場合のみ、学校長等に 

連絡します。（定員をオーバーした場合は、申込順といたします） 
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・ 神奈川県立総合教育センター 

・ 横浜市教育センター 

・ 川崎市総合教育センター 

・ 相模原市教育センター 

・ 横須賀市教育研究所 

の５センターでは、研修の相互補完を行っています。研修内容や日時など詳しくは各センターのホー

ムページをご覧ください。 

   研修の申込みは、所属の管理職の了承を得て各センターに直接お申し込みください。(申込み方法の

詳細は、４月中に各校へ連絡いたします。神奈川県立総合教育センター・横浜市教育センターへの申込

みはインターネットにて、それ以外は FAXでの申込みとなります。) 

 

（１）神奈川県立総合教育センター  

連絡先 電話（０４６６）８１－１７５９    

   https://www.pen-kanagawa.ed.jp/edu-ctr/kenshu/5center.html 

 

  

（２）横浜市教育センター  

連絡先 電話（０４５）６７１－３７３２      

   https://www.edu.city.yokohama.jp/tr/ky/k-center/5center_kensyu.html 

 

 

（３）川崎市総合教育センター  

連絡先 電話（０４４）８４４－３７３３     

   https://kawasaki-edu.jp/ 

 

 

（４）横須賀市教育研究所  

連絡先 電話（０４６）８３６－２４４７         

https://www.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/yes/kensyu.html 
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    次は、市民の方々にも公開する研修講座です。 

 

講座名 
児童生徒理解研修講座Ⅱ 

『発達障がいのある児童生徒理解と支援について』 

本書頁 Ｐ.６２ 

日 時 
令和４年１１月２５日（金） 

１５：００～１７：００ 

内 容 
発達障がいのある児童生徒理解と支援について、講義や協議

を通して学ぶことができます。 

講 師 

  

横浜国立大学 副学長  

泉 真由子 

 

会 場 オンライン 

定 員 ３０名（申込み順） 

 

  （１）対象者   

・市内在住か在勤・在学の方（高校生以上） 

 

  （２）申し込み方法 

    ・メール申込み 教育センター  

 

  （３）申し込み期間 等 

    ・『広報さがみはら』に掲載します。 

    ・参加する市民の方々にも、両講座オンラインで中継します。 
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交通案内 

 

① ＪＲ横浜線相模原駅からバス。 

バスは相模原駅南口１番、２番、３番 

の乗り場から乗車し、「市役所前」（所 

要時間６分）で下車。徒歩３分。 

② ＪＲ相模線上溝駅からバス。 

バスは上溝駅１番の乗り場から乗車し、 

「市民会館前」（所要時間１０分）下車。 

徒歩２分。 
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令和４年度 相模原市立学校教職員研修講座案内 
 

発行日  令和４年４月１日 

発 行  相模原市教育委員会 

編 集  相模原市教育センター 

          〒２５２－０２３９ 

          相模原市中央区中央３－１２－１０ 

         総合学習センター3 階 教育センター 研究・研修班 

          電  話 ０４２－７５６－０２９０（直通） 

          Ｆ Ａ Ｘ ０４２－７５８－８１４６ 

         Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouikucenter/ 

               Ｅ-mail   sec@sagamihara-kng.ed.jp 
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お 

令和４年度  

相模原市立学校教職員研修講座案内 
 

令和４年４月発行 

発行／相模原市教育委員会 

編集／教育局学校教育部教育センター 

 

〒２５２－０２３９  

相模原市中央区中央３丁目１２番１０号 

電 話 企画・育成班 ０４２－７５６－３６４７ 

研究・研修班 ０４２－７５６－０２９０ 

               学習情報班  ０４２－７５４－２５７７ 

ＦＡＸ         ０４２－７５８－８１４６ 
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