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平成３１年３月１５日発行

学びの杜の

これまで、カリキュラムに関する情報提供を行ってきた「カリキュラムセンター」を、15年ぶりにリニ
ューアルしました。４月から、
「学びの杜のサポートステーション」としてオープンします。当センターの
３階にありますので、ぜひ御利用ください。

資料の
充実

教育に関する報告書、リーフレット、雑誌、
教科書などの配架スペースを拡大しました。
全て、自由に閲覧できます。

ラウンジ
の新設

ソファーを備え付け、昼休みや休憩時間な
どに、誰でも利用できるスペースを新設しまし
た。もちろん、飲食もＯＫです。

研修の
会場にも

１６名分の大型デスクを、グループ協議が
しやすいように配置しました。今後、研修など
の会場として使用します。

【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）

平成31（2019）年度から、当センターにおいて、中堅教諭等資質向上研修等と
免許状更新講習の受講期間が重なる教諭等の負担軽減を図るため、希望者に対し

自分自身の受講希望に
応じて、有効にご活用
ください！

て、中堅教諭等資質向上研修等の１日を免許状更新講習として実施します。対象
は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携
型認定こども園の教諭、養護教諭、栄養教諭、幼稚園教諭、保育教諭となります。

★免許状更新講習とする予定の研修（小・中・義・高・特の教諭等）★
平成31（2019）年度に当センターが実施する専門研修２「発達障害のある子ども教育支援研修」を中堅
教諭等資質向上研修等の選択研修として受講することで、免許状更新講習の選択領域講座（６時間）とし
て実施。

★受講手続き等（小・中・義・高・特の教諭等）★
○報告書類
・
「免許状更新講習受講申込書」
（受講者本人が記入）
（センターＷｅｂサイトに様式をアップ。ダウンロード可。
）
・
「免許状更新講習受講申込一覧」
（学校が作成）
○報告方法
・小・中・義については、
「平成31年度 基本研修受講者の指定について」の回答とともに提出。
・高・特については、
「平成 31 年度 基本研修の受講者について」の回答とともに提出するか、または、
郵送、使送で提出。

★その他
・詳細については、４月当初に発出する文書を確認してください。
・免許状更新講習として受講する方は、免許状更新講習としての手続きとともに、専門研修２「発達障害
のある子ども教育支援研修」の受講を必ず申し込んでください。
※幼稚園教諭、保育教諭対象の研修については、すでに各園にお送りしてある「中堅幼稚園教諭等資質向上研修で
実施する免許状更新講習の受講希望調査について（依頼）
」をご覧ください。

当センターの調査研究の成果をまとめた

■平成 30（2018）年 11 月発行（各学校に発送いたしました）

①プログラミング教育

はじめの一歩

2020年度から小学校で全面実施されるプログラミング教育について、パンフレッ
トにまとめました。プログラミングを経験したことのない方や、パソコン等が苦手な
方にも、楽しみながら理解していただくために、まんがで解説しています。ぜひ、御
活用ください。

【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）
当センターWebサイトにも掲載しています。

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/cyosa/cyosakenkyu/h30_programming/index.html

■平成 31（2019）年 3 月末発行予定（４月に各学校に発送し、当センターＷｅｂサイトに掲載します）

②学校で保護者対象の学びを企画する方へ！
～「親学習プログラム」をやってみませんか？～
保護者同士で話し合いながら子育てについて学ぶ「親学習プログラム」について、
活用の意義や効果的な活用の方法を、実践事例をもとに分かりやすくまとめました。
子育ての仕上げの時期ながら学ぶ機会の少ない保護者に対し、ＰＴＡの総会や学年
会をはじめ研修の機会などで、参加型学習を取り入れたいとお考えの際に、ぜひ、御
活用ください。

【問合せ先】生涯学習部（℡ 028－665－7206）

③「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善【実践編】
（小・中の各学校段階）
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善について、小・中学校合わ
せて12事例（国語科、社会科、算数・数学科、理科、外国語科(英語)）の実践を冊子
にまとめました。校内研修や授業づくりの参考としてぜひ、御活用ください。
【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）

④「考え、議論する道徳」の授業づくり（小学校段階）
「考え、議論する道徳」の授業への質的転換を図るために、
「問題意識をもつ」
「自
分との関わりで考える」
「多面的・多角的に考える」
「自己の生き方について考えを深
める」の四つの学習活動の工夫改善についてまとめてあります。各校での日々の道徳
科の授業づくりの参考として、ぜひ、御活用下さい。
【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）

⑤高等学校における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて
（理科・外国語・家庭・農業・工業・商業の各教科）

理科、外国語科(英語)、家庭科、農業科、工業科、商業科について、
「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善の取組を、冊子と教科別のパンフレット(概要版)にまとめました。授業づく
りの参考としてぜひ、御活用ください。

【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）

⑥児童生徒への適切な指導のために

～一人一人を『認める』～

子どもが意欲的に学校生活を送っていくための原動力となる｢自信｣は、認められ
る経験等を通して育ちます。学校で教員が子ども一人一人を『認める』上で、大切に
したいことをリーフレットにまとめました。ぜひ、御活用ください。
【問合せ先】教育相談部（℡ 028－665－7210・7211）

⑦特別支援教育の充実に向けて
～特別支援教育コーディネーターとの連携を通して～
特別支援教育コーディネーターと担任等との連携の在り方について、
「個別の教育
支援計画」の作成・活用及び合理的配慮の提供における例や留意点をリーフレットに
まとめました。ぜひ、御活用ください。
【問合せ先】教育相談部（℡ 028－665－7210・7211）

⑧幼児教育と小学校教育との円滑な接続のために
～「カリキュラムを」
「保育と授業を」
「一人一人を」つなげることから～
幼児教育と小学校教育との望ましい接続の在り方について調査研究し、子どもの
発達や学びの連続性を確保するためのポイントを、三つの‘つなぐ’から、分かりや
すくリーフレットにまとめました。ぜひ、御活用ください。
【問合せ先】幼児教育部（℡ 028－665－7215）

当センターでは、幼児児童生徒の健全な育成に資するため、障害や不登校など教育上の悩みを抱える幼
児児童生徒及び保護者等に対して、問題解決に向けた助言・援助を行っています。
この度、教育相談に関するちらし「教育相談のご案内」を改訂しました。センターＷｅｂサイトからダ
ウンロードが可能ですので、必要に応じて保護者に紹介するなど、是非御活用ください。
〈 相談について 〉
￮ 来所による相談です。
￮ 相談は指導主事が担当します。原則として、本人・保護者に
それぞれ担当がつき、状況に応じて相談室やプレイルームで
相談を行います。
￮ １回６０分を目安としています。
￮ 予約制です。保護者から電話でお申し込みいただきます。
学校から離れたところで話すことで、話しやすく
なるお子さんも多いようです。また、保護者の了
解を得られた場合については、先生方と連携しな
がら一緒に指導や支援について考えることができ
ます。お気軽にお問い合わせください。

【問合せ先】教育相談部（℡ 028－665－7210・7211）

当センターでは、校内研修の充実に向けたサポートとして、指導主事等の派遣を行っています。
これまで研修部と研究調査部でそれぞれ行っていた指導主事派遣事業を、４月より一つにまとめ、より
依頼しやすい体制にしました。

【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204）

また、教育相談及び特別支援教育に関する学校支援については、これまで同様、教育相談部で行っておりま
す。内容等については、学校のご要望に応じます。

【問合せ先】教育相談部（℡ 028－665－7210・7211）

※なお、生涯学習部も派遣事業を行っています。詳しい派遣事業の内容は、当センター
Ｗｅｂサイトに掲載してあります。

総合教育センターでは「栃木県教員育成指標」
「平成31(2019)年度栃木県教員研修計画」を踏まえ、教職員の
資質・能力の向上を図ることを目的に、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員を対象
とする基本研修を改編しました。これらの基本研修は、平成31(2019)年度から実施します。

平成 30(2018)年度までの基本研修等

平成30(2018)年度 まで の基本 研 修等

平成 31(2019)年度からの基本研修等

平成 31(2019)年度 から の基 本研 修 等

養護 教 諭
新規 採用 養護 教諭 研修

14日

養護 教諭 ２年 目研 修
養護 教諭 ５年 目研 修
中堅 養護 教諭 資質 向上 研修

2日
2日
6日

新 規採 用養 護教 諭研 修

14日

養 護教 諭２ 年目 研修
養 護教 諭５ 年目 研修
中 堅養 護教 諭資 質向 上研 修

2日
2日
6日

養 護教 諭20年 目研 修(新 設)

2日 (H31～ )

新 規採 用学 校栄 養職 員研 修

10日 (H31～ )

※20年 目の 養護 教諭 の研 修は 、教 職20年 目
研 修で 実施

栄養 教 諭、学 校栄 養 職員
新規 採用 学校 栄養 職員 研修
学校 栄養 職員 ２年 目研 修
学校 栄養 職員 ５年 目研 修
中堅 学校 栄養 職員 資質 向上研 修

10日
2日
2日
6日

栄 養教 職員 ２年 目研 修
栄 養教 職員 ５年 目研 修
中 堅栄 養教 職員 資質 向上 研修

2日 (H31～ )
2日 (H31～ )
4日 (H31～ )

栄 養教 職員 20年目 研修 (新設 )
専 門研 修１

2日 (H31～ )

5日
2日

新 任栄 養教 諭研 修
新 任係 長級 学校 栄養 職員 研修 (廃 止)

2日 (H31～ )

4日

新 規採 用実 習助 手研 修(新設 )
〃
(自立 活動 )(新設 )

4日 (H31～ )
4日 (H31～ )

〃
(理 療 )(新設 )
実 習助 手５ 年目 研修 (新 設)
中 堅実 習助 手資 質向 上研 修(新設 )

4日 (H31～ )
2日 (H31～ )
2日 (H31～ )

実 習助 手20年 目研 修(新 設)

2日 (H31～ )

専門 研修 １
新任 栄養 教諭 研修
新任 係長 級学 校栄 養職 員研修

実習 助 手
専門 研修 ２
実習 助手

※新 規採 用者 は4日間 受講 する
新 規採 用者以 外 は第 3日 、第 4日 から の受
講 とす る。(希 望研 修)
※理 療と 自立 活動 につ いては 、 新規 採用者
の み2日間 受講 する

※ 専門 研修 ２の 実習 助手 研修 は、 実習 助手 専門 研修
（希 望研 修） と名 称変 更し 、２ 日間 実施 する 。(自
立 活動 、理 療は 除く )

寄 宿舎 指導 員
新規 採用 寄宿 舎指 導員 研修
（教 職員 課主 管）

1日

新 規採 用寄 宿舎 指導 員研 修
3日 (H31～ )
寄 宿舎 指導 員５ 年目 研修 (新 設)
2日 (H31～ )
中 堅寄 宿舎 指導 員資 質向 上研 修(新設 )2日 (H31～ )
寄 宿舎 指導 員20年 目研 修(新 設)

2日 (H31～ )

【問合せ先】研修部（℡ 028－665－7202）
本年度一年間、学びの杜通信をお読みくださり、ありがとうございました。
次年度もよろしくお願いいたします。

