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参加費無料

保育・教科等 教員研修会名 開催予定日（又は時期） 主な対象校種等 主な内容 予定講師，備考等

保育  「木育」研修会〜ものづくり活動で

育む３つの資質・能力〜

２月５日（火） 保育園，幼稚園，小学

校

事例を通した実践発表，講

演，ワークショップ

講師：島根大学名誉教授 山下晃功

保育 附属幼稚園公開研修会・

松江市教研Bブロック研究会

１１月６日（火） 保育園，幼稚園，松江

市教研Bブロック幼小中

保育公開、協議、講義 講師：島根大学教授 川路澄人，島根大学

准教授 深見俊崇

保育・学習生活支援セン

ター

幼小をつなぐ体幹を整える研修会Ⅱ １２月１１日（火） 保育園，幼稚園，小学

校

事例を通した研修

国語 授業づくり研修会 ２月１５日（金） 小学校 授業公開，協議

国語 授業づくり研修会 ２月２２日（金） 中学校 授業公開，協議

社会 授業づくり研修会① ７月６日（金） 小学校 授業公開，協議 講師：島根大学教育学部長 加藤寿朗

社会 授業づくり研修会② １０月１９日（金） 小学校 授業公開，協議 講師：島根大学特任教授 高塚寛

社会 授業づくり研修会③ １１月２０日（火） 小学校 授業公開，協議，ワーク

ショップ

社会

(地理的分野)

教科研修会① ６月１５（金） 中学校 授業公開

社会

(公民的分野)

教科研修会② ９月１３日(木） 中学校 授業公開，協議，講義 講師：玉川大学教授（元文部科学省教科調

査官） 樋口雅夫

社会科

(歴史的分野)

教科研修会③ １０月２６日（金） 中学校 授業公開，協議，講義 講師：鳴門教育大副学長 梅津正美

社会科

(地理的分野)

教科研修会④ １１月３０日（金） 中学校 授業公開，協議，講義 講師：文部科学省初等中等教育局教育課程

課教科調査官 濵野清

算数・数学 授業をみて学ぶ数学の指導

〜新学習指導要領に対応した授業研

究と省察〜

１０月２日（火） 小学校，中学校，高校 講義，授業公開，協議，

ワークショップ

講師：島根大学准教授 御園真史 他

数学 数学授業づくり研修会 ２月１５日（金） 中学校，高校 授業公開，協議，講演，

ワークショップ

講師：島根大学准教授 御園真史，山口県

周南市立熊毛中学校教諭 石井岳文 他

会場は，松江市立第二中学校

理科 理科の授業を語る会 ６月１日（金） 小学校，中学校，高校 授業公開，協議

観察実験の技術紹介

講師：島根大学教授 栢野彰秀 他

理科 理科の授業を語る会 １１月２９日（木） 中学校，高校 授業公開，協議

観察実験の技術紹介

講師：島根大学教授 栢野彰秀 他

理科 理科の授業を語る会 時期未定 小学校 授業公開，協議

観察実験の技術紹介

講師：島根大学教授 栢野彰秀 他

理科・

学習生活支援センター

特定の困難を示す児童生徒に対する

指導

１１月９日（金） 未定 未定

体育，

保健体育

体育科授業研究会
８月３日(金)午前中

小学校，中学校 授業公開，協議 講師：島根大学准教授 西村覚

体育，

保健体育

体育授業研修会
１１月２２日（木）

小学校，中学校 授業公開，協議 講師：島根大学准教授 西村覚

家庭 小学校・中学校合同授業で作る消費

生活授業研修会
２月２２日（金）

小学校，中学校 授業公開，講演 講師：公益財団法人消費者教育支援セン

ター総括主任研究員 柿野成美

技術 Tech未来 授業づくり研修会 in 島大

附属中

（エネルギー変換の技術）

７月１３日（金） 中学校 授業公開，講演，教材研

修，実習

講師：東京学芸大学准教授 大谷忠，岡山

大学教育学部附属中学校教諭 日吉康幸

技術 ＤＬ材 教材研修会

（材料と加工の技術）

８月１７日（金） 中学校 教材研修，実技研修，製作

実習

外国語活動，

英語

小学校外国語教育研修会 ５月１８日（金） 小学校 調査官による実演と講演 講師：文部科学省初等中等教育局教育課程

課教科調査官 直山木綿子

外国語活動，

英語

小学校外国語教育研修会 ８月２４日（金） 小学校 ワークショップ，講演 講師：文部科学省初等中等教育局教育課程

課教科調査官 直山木綿子

会場は，島根県立大学（浜田）

外国語活動，

英語

中学校英語教育研修会

〜新学習指導要領を踏まえた授業づ

くり〜

１１月１５日（木） 中学校，高校 授業公開，協議、講演 講師：広島県立教育センター副所長（前文

部科学省視学官・教科調査官）平木裕

外国語活動，英語・学習生

活支援センター
小学校外国語活動指導力向上研修 １０月３０日（火） 小学校 授業公開，事後研修会

講師：島根大学教職大学院教授 大谷みど

り

外国語活動，英語・学習生

活支援センター
小学校外国語活動指導力向上研修 １１月１３日（火） 小学校 公開授業他

外国語活動，英語・学習生

活支援センター
小学校外国語活動指導力向上研修 １２月７日（金） 小学校 公開授業他

算数，理科，社会，外国

語，家庭

新学習指導要領に対応する授業づく

り研修会
２月９日（土） 小学校 各教科の実践紹介

講師：島根大学准教授 御園真史

学習生活支援センター 体づくり研修会 ７月２７日（金） 保育園，幼稚園，小学

校，特別支援学校，教

育機関

講義，体験 会場は，浜田教育センター

学習生活支援センター ＵＤＬ研修会 ８月２３日（木） 小学校，中学校，高

校，特別支援学校，教

育機関

講義，

ワークショップ

講師：北海道教育大学教職大学院准教授

川俣智路

会場は，浜田合同庁舎

英語と特別支援教育の会・

学習生活支援研究センター

英語の読み書きにおけるつまずきの

支援研修会

８月１８日（土） 小学校，中学校，高

校，特別支援学校，教

育機関

講演，情報交換 講師：星槎大学特任教授 藤堂栄子，島根

大学教授 大谷みどり

会場は，島根大学

　※　今年度から，保育・各教科の公開研究会の同日一斉開催をとりやめ，保育・各教科でそれぞれに教員研修会を開催します。

　※　今後の連絡は，各学期に1回程度の郵送と，各教員研修会開催の数ヶ月前に学校代表メールへの連絡を合わせて行います。

　※　申し込みにつきましては，各教員研修会案内に沿って行ってください。


