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皆さんの学校では、保護者同士が子育てについて学び合う機会は設けられていますか。 

小学校や中学校等では、学校を会場とした家庭教育学級が行われたり、ＰＴＡ主催の子育て講

座が行われたりしますが、子どもの学齢が上がるとそうした機会が減っていくようです。また、

子どもの通学範囲が広いと、保護者同士の距離も物理的に遠くなり、相談する機会も減ります。

「子どもが高校生にもなって、今さら保護者が学ぶ必要があるのか。」という声があるかもし

れませんが、特に高校生は、社会に出て独り立ちする準備の時期で、保護者が子育てに関わるこ

とができる最終段階の時期でもあります。 

 そこで、これまで学び合う機会が設けられていな 

かった学校でも、ＰＴＡ総会や学年保護者会など保 

護者が集まる機会に子育てについて学び合うことが 

できる「親学習プログラム」の活用をおすすめします。

 

 

 

 

 

 

 

 

＜昨年度本プログラムを実施した県立学校の保護者の声＞ 

 

 

 

短時間でも、有効な学びの場にする

ことができたり、講話内容の理解を

深めたりすることができますよ。 

他の保護者の方と色々話

せたり、同じ悩みがある

ことを知ったりして、安

心することができた。 

このような機会がないと

話をするチャンスもない

ので、今回はとてもあり

がたい学習会だった。 

他の方との話合いなどに

より、気付かされること

が多く、とても勉強にな

った。 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/


本プログラムは、実施の 1 か月くらい前までに相談いただけると、内容の確認からファシリテ

ーターの派遣、当日の運営に至るまで簡単に進めることができます。また、配布資料の準備や当

日の進行なども、全てこちらで行います。費用も一切かかりません。 

保護者会で参加者が交流しながら主体的に話せる場を設けて、効果を上げている学校もありま

す。そのような場を企画したいとお考えの際は、親学習プログラムをぜひ一度お

試しください。御相談は総合教育センター生涯学習部までお願いします。 

また、右記 QR コードからリーフレットをダウンロードすることができます。

ぜひ御覧になってください。 

 

 

 

生涯学習部では、主にワークショップを通した社会教育に関する研修の支援を行っています。

内容等については、学校の御要望に応じます。 

 

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、教育相談部で行っております。内容

等については、学校の御要望に応じます。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】教育相談部（℡ 028－665－7210・7211） 

【問合せ先】生涯学習部（℡ 028－665－7206） 



以下のような研修については、研修部と研究調査部で指導主事等の派遣を行っています。窓口

は研究調査部になります。お気軽にお問い合わせください。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、立命館大学大学院教職研究科 春日井 敏之 教授を講師にお招きして、子どもへの

教員のかかわりや学校としての取組を通して、新たな不登校を生まないために大切にしたいこと

について考えます。多数の皆様の御参加をお待ちしています。 

１ テ ー マ  不登校の未然防止を考える 

２ 日  時  令和元年８月６日（火） 9:30～16:00 

３ 会  場  栃木県総合教育センター 大講義室 

４ 対  象  小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校教職員 

及び教育関係者 

５ 募集定員  400 名 

６ 申込方法  各校・各所属で取りまとめの上、下記の総合教育センターホームページ内 

専用Ｗｅｂサイトよりお申し込みください。 

７ 締 切 り  令和元年７月 31日（水） 

 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/sodan/kensyu/kensyu2019/tokubetsu_koza.htm  
 

【問合せ先】教育相談部（℡ 028-665-7210・7211） 

 

【問合せ先】研究調査部（℡ 028－665－7204） 

http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/sodan/kensyu/kensyu2019/tokubetsu_koza.htm


講座案内 

そ の 他 

申込み方法 

問 合 せ 

 

 

 

夏季休業を利用して、今日的な教育課題についての見識を深め、教職に関わる教養を高め、

幅広い教師力を身に付けませんか。明日の教育活動に役立つ講座を用意しています。昨年度受
講者からは好評を博しました。各講座とも宇都宮大学（峰キャンパス）において 9時 30分から

16時までとなります。           

●宇都宮大学教職センターのＷｅｂサイト 

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/facility/cfte.php 

●栃木県総合教育センターのＷｅｂサイト 

https://www.tochigi-edu.ed.jp/center/ 

に掲載されています。  

●宇都宮大学教職センターのＷｅｂサイトからお申し込みください。 

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/facility/cfte.php 

締め切り 令和元（2019）年７月5日（金） 

●宇都宮大学及び総合教育センターから旅費の支出はありません。また、受講する講

座によっては、教材費がかかる場合もありますので、御承知おきください。 

①このセミナーは中堅教諭等資質向上研修の選択研修の対象にもなっています。 

②定員を超えた場合は、先着順とします。 

③会場の宇都宮大学峰キャンパス・教育学部附属特別支援学校には自家用車で 

入構できます。 

アクセス及び構内案内は、宇都宮大学のＷｅｂサイトで確認してください。 

●宇都宮大学教職センター 地域連携部門 TEL 028-649-527２ 

番号 実 施 日 講 座 名 分  野 講 師 定員 対 象 校 種 
１  ７月２２日(月) 森鴎外の歴史小説を読む  日本文学  守安 敏久  30  小･中･高･特  

２  ７月３１日(水) 子ども達がつながる深い学習  
授業の方法・ 

分析  
溜池 善裕  40  小・中  

３  ８月１日(木) 学校改革の実際と課題  教職大学院  小野瀬 善行  15  

小･中･高･特 

(教職５年目以
上の経験者) 

４  ８月１日(木) 

子ども理解と授業力向上を目指して① ～

発育期の運動発達・集団の中で支援を必要
とする子どもの学び〜  

特別支援教育 
保健体育  

加藤 謙一 
司城 紀代美  

40  小･中･高･特  

５  ８月５日(月) 教師も楽しむ理科実験  理科教育  南 伸昌  24  小･中･高･特  

６  ８月５日(月) 授業研究の運営と課題  教職大学院  
松本 敏 

人見 久城  
15  

小･中･高･特 
(教職５年目以
上の経験者）  

７  ８月５日(月) 
子ども理解と授業力向上を目指して② ～
理科・美術を通した子ども理解と未来～  

美術／図画工作 
理科  

梶原 良成 
出口 明子  

40  小･中･高･特  

８  ８月６日(火) 
子ども理解と授業力向上を目指して③ ―
障害状況にある子どもを理解するという

こと：教育的係わり合いからの検討―  

特別支援教育  岡澤 慎一  40  小･中･高･特  

９  ８月８日(木) 鍵盤ハーモニカを吹こう  音楽教育  新井 恵美  25  小･中･高･特  

１０  ８月８日(木) 
数学的に考える力を育てる授業をつくる：
子どもの姿に着目して  

数学教育  日野 圭子  30  小･中(数学科) 

１１ ８月１９日(月) 初等整数論 ―合同式と素数の魅力―  数学教育  鈴木 拓  50  中･高(数学科)  

１２ ８月２０日(火) 
ヨーロッパ・ドイツにおける死と墓地の歴
史  

西洋史  下田 淳  50  小･中･高･特  

１３ ８月２０日(火) 教科等横断的視点からの授業づくり  教科教育  

森田 香緒里 
人見 久城 
山野 有紀 

久保 元芳  

40  小・中  

１４ ８月２０日(火) 人権としての〈性〉を考えよう  
人権教育・ 

性教育 
艮 香織  30  小･中･高･特  

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/facility/cfte.php)
http://www.utsunomiya-u.ac.jp/facility/cfte.php)


 

 

 

３階にある「カリキュラムセンター」が今年度

から「学びの杜のサポートステーション」へと名

称が変わりました。これまでも教科書の閲覧や

相談等に御利用いただいておりましたが、より

利用しやすくするために、打合せ等ができる研

修スペースと飲食スペースを設けました。 

サポートステーションには、県や当センターか

ら発行されたリーフレットや冊子、教育関係の

雑誌、教科書等が数多く取り揃えてあり、自由に

閲覧することができます。 

また、今話題となっているプログラミング教 

育に関するコーナーもあり、実際に体験するこ 

ともできます。動画編集ができるＰＣもあります。 

研修等でセンターにお越しの際には、ぜひお気軽にサポートステーションにお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お弁当販売についてのお知らせ 

センターＷｅｂサイト（TOP画面）にあるアイコンをクリックすると、お弁当の販売

がある日を確認することができます。 

原則として、その月の最後の週に、 

次の月の予定を掲載します。 

 

飲食スペースは、ゆったり、

静かでいいわね！ 

プログラミングの教材がある！ 

このロボットは、どういった 

プログラミングで動くのかな？ 

お気軽にどうぞ！ 

ここが   にある 

 サポートステーションです！！ 

３階 

いろいろな出版社の教科書

があるわ。比較して読める
から参考になる！ 


