
【研修申込担当者への注意事項】
　　１．申込締切について：各校の研修申込担当者が、とりまとめて行う電子申請の締切は、４月７日（木）となっています。

　　２．会場変更について：やむを得ず、指定された会場以外で受講しなければならない場合は、次の点にご注意ください。

種類 研修名 番号 地域 期日・会場 幼小中高特 対象 主管

1239a 【西部】
  6月28日(火)<午前>オンライン
  6月27日(月)～8月31日(水)オンデマンド

1239b 【東部】
  6月29日(水)<午前>オンライン
  6月27日(月)～8月31日(水)オンデマンド

1240a 【東部】
10月18日(火)<午前>オンライン
10月17日(月)～12月28日(水)オンデマンド

1240b 【西部】
10月19日(水)<午前>オンライン
10月17日(月)～12月28日(水)オンデマンド

1118a 【東部】
<第1回>  5月24日(火)<1日>オンライン
<第2回>11月  2日(水)<1日>島根県教育センター

1118b 【西部】
<第1回>  5月24日(火)<1日>オンライン
<第2回>11月  1日(火)<1日>浜田教育センター

1119a 【東部】 11月  2日(水)<1日>島根県教育センター

1119b 【西部】 11月  1日(火)<1日>浜田教育センター

1120a 【東部】
<第1回>  5月27日(金)島根県教育センター
<第2回>  7月　7日(木)島根県教育センター
<第3回>  1月31日(火)オンライン

1120b 【西部】
<第1回>  5月26日(木)浜田教育センター
<第2回>  7月  6日(水)浜田教育センター
<第3回>  1月31日(火)オンライン

1121a 【東部】
<第1回> 6月22日(水)島根県教育センター
<第2回>11月24日(水)島根県教育センター

1121b 【西部】
<第1回> 6月22日(水)浜田教育センター
<第2回>11月25日(金)浜田教育センター

1122a 【東部】   7月  7日(木)島根県教育センター

1122b 【西部】   7月  6日(水)浜田教育センター

管理職研修（幼児教育施設） 1263
〈第1回〉  6月14日(火)〈午後〉オンライン
〈第2回〉  9月  2日(金)〈午後〉オンライン
〈第3回〉  2月10日(金)〈午後〉オンライン

△
※

(希望)幼稚園、認定こども園、保育所等幼児教育施設の管理職
教育指導課

（地域教育推進室）
 0852-22-6867

1123a 【東部】   6月30日(木)<1日> 島根県教育センター

1123b 【西部】   6月30日(木)<1日> 浜田教育センター(遠隔)

1236a 【東部】   7月  1日(金)<1日> 島根県教育センター

1236b 【西部】   7月  1日(金)<1日> 浜田教育センター(遠隔)

1224a 【隠岐管内】   6月  1日(水)<午前>隠岐合同庁舎 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の人権教育担当者1名

1224b 【益田管内】
  6月  7日(火)<午前>益田合同庁舎
                     <午後>益田合同庁舎

1224c 【浜田管内】
  6月16日(木)<午前>浜田教育センター
                     <午後>浜田教育センター

1224d 【松江管内】
  6月21日(火)<午前>松江合同庁舎
                     <午後>松江合同庁舎

1224e 【出雲管内】
  6月23日(木)<午前>出雲合同庁舎
                     <午後>出雲合同庁舎

学校・福祉連携推進教員研修 1270
<第1回>8月
<第2回>10月
<第3回>2月  (予定)

△
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

1255a 【東部】 10月  7日(金)<1日>松江合庁

1255b 【西部】 10月14日(金)<1日>浜田合庁

1167a 【松江管内】   6月  9日(木)<午後>松江合庁

1167b 【出雲管内】   6月16日(木)<午後>出雲合庁

1167c 【浜田管内】   6月24日(金)<午後>浜田合庁

1167d 【益田管内】   6月23日(木)<午後>益田合庁

1167e 【隠岐管内】   6月  2日(木)<午後>隠岐島前集合庁舎

特別支援教育専門性向上研修　～
WISC-Ⅳ知能検査の解釈と活用～

1182   6月21日(火)<1日> 島根教育センター △ △ ○

電子申請対象外
・市町村教育委員会から推薦を受けた小中学校の教員 各市町村1名
*各市町村からの受講者は、原則、平成30年度から令和2年度に開催された本研
修を受講した者とする。ただし、令和3年度本研修の受講者は除く。
・校長から推薦を受けた特別支援学校の教員 各校1名
*特別支援学校からの受講者は、今後センター的機能担当者として育成を予定し
ている者であって、WISC-Ⅳ知能検査の実施方法について基礎的な知識を有し
ている者とする。令和3年度本研修の受講者は除く。

種類 研修名 番号 地域 期日・会場 幼小中高特 対象 主管

医療的ケア担当者研修 822   8月  9日(火)<1日>島根県教育センター ※ ※ ※ ※
△
※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

特別支援教育課
(指導スタッフ)
 0852-22-6710

1168a 【隠岐管内】   5月19日(木)<午前>隠岐合同庁舎

職
務
研
修

人権教育担当主任等研修

特別な支援のための非常勤講師（にこ
にこサポート事業）研修

生徒指導主任・主事等研修

①小学校:生徒指導主任、中学校:生徒指導主事・生徒指導専任教員、義務教
育学校:生徒指導主任・主事
②各市町村教育委員会学校教育担当者
③国立義務教育学校生徒指導主任・主事で受講を希望する者
④私立中学校生徒指導担当で受講を希望する者

○○

通級による指導担当教員等研修
(必須)小・中学校、県立ろう学校、高等学校の通級による指導を担当する教員
(希望)特別支援幼児教室等担当者で希望する者、
    上記以外で聴講を希望する者

職
務
研
修

教育指導課
（子ども安全支援室）

0852-22-6065

○ ○ ○ ○ <午前>中学校、高等学校、特別支援学校の人権教育担当者1名
<午後>小学校の人権教育担当者1名

※義務教育学校の担当者は、午前・午後を任意で選択してください。

人権同和教育課
0852-22-5432

△△
特別支援教育課
(指導スタッフ)
 0852-22-6710

特別な支援のための非常勤講師〔にこにこサポート事業(通常の学級)(特別支援
学級)〕に係る非常勤講師

△
※

△
※

△
※

△
※

※

主幹教諭研修（新任）

主幹教諭研修（２年目）

市町村立小・中学校及び義務教育学校、県立学校(松江市立皆美が丘女子高
等学校も含む)の新任主幹教諭

市町村立小・中学校及び義務教育学校、県立学校(松江市立皆美が丘女子高
等学校も含む)の2年目主幹教諭

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5865

△△

△△△

△△

△

△△

△△△

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

0852-22-5866

市町村立小・中学校及び義務教育学校の校長

市町村立小・中学校及び義務教育学校の教頭

市町村立小・中学校及び義務教育学校、県立高等学校(松江市立皆美が丘女
子高等学校を含む)及び特別支援学校の昇任１年目の校長

市町村立小・中学校及び義務教育学校、県立高等学校(松江市立皆美が丘女
子高等学校を含む)及び特別支援学校の昇任2年目校長

市町村立小・中学校及び義務教育学校の昇任1年目の教頭及び県立学校(松江
市立皆美が丘女子高等学校を含む)の昇任1年目の副校長・教頭
　
※管理職研修の副校長・教頭対象の研修に関しては、新任・２年目・３年目とそ
れぞれに、１校に複数の対象者がいる場合があります。

市町村立小・中学校及び義務教育学校の昇任2年目の教頭及び県立学校(松江
市立皆美が丘女子高等学校を含む)の昇任2年目の副校長・教頭

市町村立小・中学校及び義務教育学校の昇任3年目の教頭及び県立学校(松江
市立皆美が丘女子高等学校を含む)の昇任3年目の副校長・教頭

△

△△

△

△△△△

△△△

令和４年度島根県教職員研修計画一覧表（管理職等研修・職務研修・テーマ研修）

　　①研修申込様式１には、正規の会場を入力すること

　　②管理職確認のもと、教育センターホームページにある会場変更届を研修主管へ提出すること（詳しくはホームページに説明あり）

　　　　　　　（例）本来は松江会場で受講すべきであるが、管理職が認めるやむを得ない理由で、出雲会場で受講する場合

　　　　　　　　　　①研修申込様式１には「松江会場」のままで入力し、電子申請する。

　　　　　　　　　　②変更届を利用して、「松江会場→出雲会場」を研修主管に届け出る。

○ ○

△△

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5866
学校企画課

△△

管
理
職
等
研
修

小・中学校等校長学校経営実践研修

小・中学校等教頭学校運営実践研修

管理職研修（新任校長）

管理職研修（２年目校長）

管理職研修（新任副校長・新任教頭）

管理職研修（2年目副校長・2年目教
頭）

管理職研修（3年目副校長・3年目教
頭）

《記号について》

○ ：全ての学校に対象者あり

△ ： 地域や経験年数等の条件があり，一部の学校

に対象者あり

（対象者の欄をよく確認すること）

※ ： 希望者に受講を認める場合あり



1168b 【浜田管内】   5月25日(水)<半日>浜田教育センター

1168c 【益田管内】   5月27日(金)<午前>益田合同庁舎

1168d 【出雲管内】   6月  1日(水)<半日>出雲合同庁舎

1168e 【松江管内】   6月  3日(金)<半日>松江合同庁舎

1169a 【西部】   5月11日(水)<1日>浜田合同庁舎
①県立学校の生徒指導主事各1名(必修的研修)
②私立高等学校の生徒指導主事のうち希望者各1名

1169b 【東部】   5月16日(月)<1日>松江合同庁舎
①県立学校、松江市立皆美が丘女子高等学校の生徒指導主事各1名(必修的研
修)
②松江工業高等専門学校、私立高等学校の生徒指導主事のうち希望者各1名

1170a 【西部】   8月  2日(火)<午後>浜田合同庁舎

1170b 【東部】   8月  3日(水)<午前>松江合同庁舎

1172a 【西部】   9月15日(木)<午後>浜田教育センター

1172b 【東部】   9月16日(金)<午前>島根県民会館

535a 【松江・隠岐管内】 10月27日(木)<午後>松江合同庁舎
松江・隠岐教育事務所管内の小・中学校(義務教育学校を含む)、松江・隠岐地
区所在の県立学校(松江市立皆美が丘女子高等学校を含む)の保健主事または
学校保健担当者各校1名

535b 【出雲管内】 10月26日(水)<午後>出雲合同庁舎
出雲教育事務所管内の小・中学校、出雲地区所在の県立学校の保健主事また
は学校保健担当者各校1名

628a 【浜田管内】
  7月  7日(木)〈午後〉浜田合同庁舎
(オンライン可)

628b 【益田管内】
  7月  8日(金)〈午後〉益田合同庁舎
(オンライン可)

843a 【東部】
10月  6日(木)<1日> 島根県教育センター
（オンライン可）

843b 【西部】
10月  6日(木)<1日> 浜田教育センター
（オンライン可）

新任等学校栄養士職務研修 1226   4月22日(金)<午後> オンライン
△
※

△
※

△
※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

1227a 【東部】   4月22日(金)〈午後〉 オンライン

1227b 【西部】   4月19日(火)〈午後〉 オンライン

478a 【東部】

【オンデマンド動画視聴による研修】
4月～5月
【集合による研修】 8月26日(金)<午後>
松江合同庁舎

478b 【西部】
【オンデマンド動画視聴による研修】4月～5月
【集合による研修】8月17日(水)<午後>浜田教育セ
ンター

小・中学校新任研究主任等研修 931
  5月27日(金)〈1日〉松江合同庁舎又は所属長が
指定する場所
 (オンライン可)

△
※

△
※

(必修)他校を含め、これまで研究主任の経験のない小・中学校及び義務教育学
校の新任研究主任

1223a 東部・高校　25校   6月23日(木)<午前> オンライン

1223b 西部・高校　14校   6月21日(火)<午前> オンライン

1223c 特別支援学校　12校   6月21日(火)<午後> オンライン ○ 特別支援学校（高等部）の道徳教育推進教師1名

1129a
【義務籍】浜田管内

【県立籍】大田地区、
浜田地区

<第1回>  4月19日(火)<午前>　オンライン
<第2回>  9月16日(金)<午前>　浜田教育センター

1129b
【義務籍】益田管内
【県立籍】益田地区

<第1回>  4月19日(火)<午前>　オンライン
<第2回>  9月16日(金)<午前>　益田合同庁舎

1129c
【義務籍】松江管内
【県立籍】松江地区

<第1回>  4月22日(金)<午前>　オンライン
<第2回>  9月21日(水)<午前>　島根県教育セン
ター

1129d
【義務籍】隠岐管内
【県立籍】隠岐地区

<第1回>  4月22日(金)<午前>　オンライン
<第2回>  9月21日(水)<午前>　隠岐合同庁舎

1129e
【義務籍】出雲管内
【県立籍】出雲地区

<第1回>  4月22日(金)<午前>　オンライン
<第2回>  9月15日(木)<午前>　松江合同庁舎

小・中学校事務職員新任事務リー
ダー研修

963
<第1回>  5月24日(火)<1日>オンライン
<第2回>12月  2日(金)<1日>島根県教育センター

△ △ 令和4年度に事務リーダーに昇任した学校事務職員

小・中学校事務職員主事研修 971
<第1回>  6月10日(金)<1日>島根県教育センター
<第2回>11月25日(金)<1日>島根県教育センター

△ △
採用2年目の小・中・義務教育学校事務職員及び主事(2年目)研修未受講の主
事(臨時的任用事務職員を除く)

小・中学校事務職員事務主幹研修 1062
<第1回>  6月17日(金)<1日>島根県教育センター
<第2回>10月  7日(金)<1日>島根県教育センター

△ △
令和2年度～令和4年度に事務主幹に昇任した学校事務職員及び事務主幹研
修未受講の事務主幹

小・中学校事務職員事務リーダーフォ
ローアップ研修

1149 11月18日(金)<1日>島根県教育センター △ △ 昇任2年目の事務リーダー

1264a 【東部】
10月19日(水)〈1日〉松江市立意東小学校
10月～2月〈1日〉所属校

1264b 【西部】
10月  6日(木)〈1日〉浜田市立国府小学校
10月～2月〈1日〉所属校

1264c
  7月  1日(金)〈1日〉島大教育学部附属義務教育
学校前期課程
10月～2月〈1日〉所属校

種類 研修名 番号 地域 期日・会場 幼小中高特 対象 主管

新任臨時的任用等学校事務職員研
修

1265
  5月26日(木)～27日(金)<2日間>
島根県教育センター

△ △
県内の市町村立小・中・義務教育学校に勤務する、令和4年度に初めて採用され
た臨時的任用又は育休任期付きの常勤主事

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

0852-22-5865

新教育課程デザイン研修 1266

<第1回>  5月10日(火)<1日>島根県教育センター
<第2回>  6月15日(水)<午後>オンライン
<第3回>  8月30日(火)<1日>島根県教育センター
<第4回>  3月10日(金)<午後>オンライン

△

5月10日(火) 高等学校  主幹教諭及び教務主任
6月15日(水) 高等学校  主幹教諭及び進路指導主事
8月30日(火) 高等学校  主幹教諭及び教務主任
3月10日(金) 高等学校  主幹教諭及び教務主任

栄養教諭研修

△△△△

養護教諭研修

浜田・益田教育事務所管内の小・中学校の養護教諭及び養護助教諭
大田・浜田・益田地区所在の県立学校の養護教諭及び養護助教諭
希望する西部地区の私立高等学校の養護教諭及び養護助教諭
注)学校に複数対象者がいる場合は全員が対象

△
※

健康教育（学校保健）研修

△
※

△
※

△
※

新任等養護助教諭職務研修

生徒指導主任・主事等研修

①小学校:生徒指導主任、中学校:生徒指導主事・生徒指導専任教員、義務教
育学校:生徒指導主任・主事
②各市町村教育委員会学校教育担当者
③国立義務教育学校生徒指導主任・主事で受講を希望する者
④私立中学校生徒指導担当で受講を希望する者

○○

学校安全（交通安全）研修

(必修)県立学校の学校安全(交通安全)担当教員 各校1名(分校からも1名)
(希望)市町村立学校の学校安全(交通安全)担当教員で希望する者
    私立及び国立の小・中学校及び義務教育学校、高等学校の学校安全(交通
安全)担当教員で希望する者

○○

学校安全（災害安全）研修

生徒指導主事研修（県立学校等）

○○

職
務
研
修

新任講師等研修

県立学校道徳教育研修

職
務
研
修

教育指導課
（子ども安全支援室）

0852-22-6065

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5853
保健体育課

（健康づくり推進室）

保健体育課
（健康づくり推進室）

 0852-22ー6145
島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

※※

△△△

保健体育課
   0852-22-5425

島根県教育センター

教育指導課
 （子ども安全支援室）

0852-22-6065

(必修)県立学校の学校安全(災害安全)担当教員 各校1名(分校からも1名)
(希望)市町村立学校の学校安全(災害安全)担当教員で希望する者
    私立及び国立の小・中学校及び義務教育学校、高等学校の学校安全(災害
安全)担当教員で希望する者
※ただし、令和3年度に本研修を受講した災害安全担当教員を除く

○○※※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△△△△

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5865

島根県教育センター
（企画・研修スタッフ）

 0852-22-5864

△△△△

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-6132

島根県教育センター
(企画･研修スタッフ)

0852-22-5853
学校企画課

(人材育成スタッフ)

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

小・中学校教務主任研修

数理枠採用５年目研修及び６年目研
修

(必修)他校を含め、これまで教務主任の経験のない小・中学校等の新任教務主
任
(選択)過去に教務主任の経験はあるが、集合による研修の受講を希望するもの

△
※

△
※

○ 高等学校の道徳教育推進教師1名(定・通・分校からも1名)



ICT教育の基盤に係る管理研修 1267
<第1回>  4月25日（月）<午後>オンライン
<第2回>12月   1日（木）<1日>オンライン

○
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

1268a 【東部・隠岐地区】

<第1回>   4月25日（月）<午後>オンライン
<第2回>   6月28日（火）<1日>島根県教育セン
ター
<第3回>12月   6日（火）<1日>島根県教育セン
ター

1268b 【西部地区】
<第1回> 4月25日（月）<1日>オンライン
<第2回> 6月29日（水）<1日>浜田教育センター
<第3回>12月 7日（水）<1日>浜田教育センター

1269a
【東部・隠岐地区】
（出雲地区は除く）

  6月21日<1日>島根県教育センター

1269b 【西部・出雲地区】   6月22日<1日>島根県教育センター

858a
　【松江・隠岐管内】

〈第1回〉  4月22日(金)〈1日〉 オンライン
〈第2回〉  8月18日(木)〈半日〉 オンライン 希望者
〈第3回〉12月  9日(金)〈1日〉 島根県教育センター

858b 【出雲管内】
〈第1回〉  4月22日(金)〈1日〉 オンライン
〈第2回〉  8月18日(木)〈半日〉 オンライン 希望者
〈第3回〉12月 1日(木)〈1日〉 出雲合同庁舎

858c 【浜田・益田管内】
〈第1回〉  4月20日(水)〈1日〉 オンライン
〈第2回〉  8月23日(火)〈半日〉 オンライン 希望者
〈第3回〉11月24日(木)〈1日〉 浜田教育センター

1094a 【東部】   6月24日(金)〈1日〉 島根県教育センター

1094b 【西部】   6月21日(火)〈1日〉浜田教育センター

919a 【松江・出雲管内】   5月25日(水)〈半日〉島根県教育センター

919b 【浜田・益田管内】   5月27日(金)〈半日〉浜田教育センター

919c 【隠岐管内】   5月27日(金)〈半日〉 隠岐島前集合庁舎
△
※

△
※

△
※

特別支援教育コーディネーターに初めて指名された小・中学校及び義務教育学
校、高等学校の教員(各校1名まで)
※隠岐地区については上記に加え、希望するコーディネーター(各校1名。新任
がいる学校の場合には、新任のみ)

1173a 【東部】

〈第1回〉  6月3日(金)〈1日〉 島根県教育センター
〈第2回〉  9～12月 〈半日〉 受講者の代表による授
業公開の会場(小、中各1校ずつの予定)
〈第3回〉  1月20日(金)〈1日〉 島根県教育センター

1173b 【西部】

〈第1回〉 6月  7日(火)〈1日〉 浜田教育センター
〈第2回〉 9～12月  〈半日〉 受講者の代表による授
業公開の会場
〈第3回〉 1月18日(水)〈1日〉 浜田教育センター

1131a 【松江管内】
<第1回>  4月22日(金)<午後>オンライン
<第2回>  9月21日(水)<午後>島根県教育センター

1131b 【出雲管内】
<第1回>  4月22日(金)<午後>オンライン
<第2回>  9月15日(木)<午後>松江合同庁舎

1131c 【浜田管内】
<第1回>  4月19日(火)<午後>オンライン
<第2回>  9月16日(金)<午後>浜田教育センター

1131d 【益田管内】
<第1回>  4月19日(火)<午後>オンライン
<第2回>  9月16日(金)<午後>益田合同庁舎

1131e 【隠岐管内】
<第1回>  4月22日(金)<午後>オンライン
<第2回>  9月21日(水)<午後>隠岐合同庁舎

1246a 【東部】 10月17日(月)<1日>島根県教育センター

1246b 【西部】 10月  4日(火)<1日>浜田教育センター

ミドルリーダー育成研修 1186

<第1回>10月12日(水)～13日(木)
            <2日間>国立三瓶青少年交流の家
<第2回>【浜田・益田管内】2月22日(水)
            <午後>浜田教育センター
    　 【松江・出雲・隠岐管内】2月24日(金)
            <午後>島根県教育センター

△ △ △ △
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

1271a 【東部・隠岐地区】   9月  7日(水)<1日>島根県教育センター

1271b 【西部】   9月  9日(金)<1日>浜田教育センター

1272a 【西部】
  9月27日(火)<1日>島根県立体育館・浜田教育セ
ンター

1272b 【東部】
  9月28日(水)<1日>松江市総合体育館・松江合同
庁舎

1273a 【西部】   9月15日(木)<1日>浜田教育センター

1273b 【東部】   9月16日(金)<1日>島根県教育センター

1248a 【東部】   8月17日(水)<1日>島根県教育センター

1248b 【西部】   8月18日(木)<1日>浜田教育センター

種類 研修名 番号 地域 期日・会場 幼小中高特 対象 主管

1241a 【東部】   9月22日(木)<1日>県立武道館

1241b 【西部】 10月14日(金)<1日>島根県立石見武道館

特別支援学級担任スキルアップ研修
（２年次）

△

新学習指導要領実施のための高等学
校産業教育（工業・農業・水産・商業・
福祉）授業改善研修

中学校体育教員（武道）研修

新学習指導要領実施のための高等学
校（音楽・美術・書道）授業改善研修

テ
ー
マ
研
修

テ
ー
マ
研
修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

(必修)中学校保健体育科授業担当教員各校1名(柔道)
(希望)特別支援学校中学部授業担当教員(柔道)、高等学校保健体育科教員(柔
道)

△
※

△
※

特別支援学級担任３年目研修

・小・中学校及び義務教育学校の特別支援学級担任のうち、令和3年度末までに
特別支援学級担任を通算で2年以上3年未満経験した者(講師の経験を含む)
【担当学級の調査】申込様式の備考欄に入力 次の①～⑥のうち該当する番号を
1つ選択し、その番号で示すこと。
①:知的障がい  ②:自閉症・情緒障がい  ③:弱視   ④:難聴  ⑤:肢体不自由
⑥:病弱・身体虚弱

△△

新任特別支援教育コーディネーター
研修

島根県教育センター
(教育相談スタッフ)

0852-22-5870

職
務
研
修

島根県教育センター
(教育相談スタッフ)

0852-22-5870

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

ICT活用推進リーダー教員研修

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-6862

保健体育課
0852-22-5426

※日程の都合によって他
会場での受講可能

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-6862
島根県教育センター

教育指導課
0852-22-5421

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-5864
島根県教育センター

講師等対象授業づくり研修
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

新学習指導要領実施のための高等学
校地理歴史科・公民科授業改善研修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認く
ださい。
県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学校を含む）に勤務する地理歴史科・公
民科の教諭・主幹教諭及び常勤講師（学校毎に別途人数割り当てを連絡）
※令和３年度～５年度の３カ年のうちに、すべての地理歴史科・公民科教員が受
講すること。

○

新学習指導要領実施のための高等学
校（家庭・情報）授業改善研修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△

△

○ ※※

△ ※
新学習指導要領実施のための高等学
校（保健体育）授業改善研修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△
※

△
※

△
※

△
※

令和3年度の本研修を終えた者で、令和4年度も特別支援学級を担任している
者。
令和4年度に経験者研修に該当する者については、希望する者
【担当学級の調査】申し込み様式の備考欄に入力
次の①～⑥に該当する番号を１つ選択し、その番号で示すこと。
①:知的障がい ②:自閉症・情緒障がい ③:弱視 ④:難聴 ⑤:肢体不自由
⑥:病弱・身体虚弱

△

△

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5866

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

△

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-6132

△△

新学習指導要領に係る実習教員研修

△
特別支援教育コーディネーターに初めて指名された小・中学校及び義務教育学
校、高等学校の教員(各校1名まで)

小・中学校特別支援学級、通級指導
教室新任担当教員研修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。



1241c   9月22日(木)<1日>鹿島総合体育館 ○ ※ ※
(必修)中学校保健体育科授業担当教員各校1名(剣道)
(希望)特別支援学校中学部授業担当教員(剣道)、高等学校保健体育科教員(剣
道)

中・高種目別指導者研修会 886
各種目（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿ

ﾌﾄﾃﾆｽ）で設定
10月から12月までの間で、各種目2日間で実施 △ △ ※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

保健体育課
0852-22-5894

中・高等学校体育実技研修 615 　【松江・隠岐地区】
  6月22日(水)、23日(木)<2日間>
 松江市総合体育館・松江合同庁舎

△ △
△
※

中 学 校 必修:松江・隠岐教育事務所管内の保健体育科授業を担当している教
員(各校1名)
高等学校 必修:松江・隠岐地区の保健体育科教員(各校1名)
任意:同地区の定時制通信制学校・特別支援学校の保健体育科教員

保健体育課
0852-22-5894

島根県教育センター

小学校体育実技研修 616
【浜田管内】
【益田管内】

  8月  4日(木)5日(金)<2日間>
[会場]4日(木)島根県立体育館
         5日(金)アクアみすみ(プール)、
                    三隅中央会館(多目的ホール)

△
※

※

(必修)・浜田教育事務所管内・益田教育事務所管内の小学校から各校1名を原
則とするが、希望がある場合は2名まで認める。
【注】体育主任にこだわらず、これまでに当研修に参加したことのない者が望まし
い。
(希望)・特別支援学校小学部の体育授業担当教員の参加も認める。(各校2名ま
で)

保健体育課
0852-22-5426

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

保育教諭・幼稚園教諭・保育士合同
研修

1185

10月21日(金)<午後>
【集合】出雲合同庁舎、
【オンライン】各幼児教育施設等からの参加(３名以
上）

△
※

※
△
※

（希望）
幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設の保育
者等のうち、経験年数が１～５年目の者（６年目以上の者も可）
（選択必修）
中堅教諭等資質向上研修該当者（公立幼稚園教諭及び幼保連携型認定こども
園保育教諭）（希望）
幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設の保育
者等のうち、経験年数が１～５年目の者（６年目以上の者も可）

幼児教育推進研修 1202   8月  4日(木)<1日> サンラポーむらくも ○ ※
△
※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

高等学校探究学習担当者研修 1229

<第1回>  5月18日(水)島根県教育センター
               <１日>…能力開発研修
     (「総合的な学習の時間・総合的な探究の時
間」講座と一部兼ねる）
<第2回>  9月13日(火)<午後>オンライン
<第3回>  2月  3日(金)くにびきメッセ他(予定)<1日
>
<第4回>  2月13日(月)<午後>オンライン

○
(必修)各校探究学習推進担当者(分校、定時制からも1名)4回必修
(推奨)主幹教諭
(希望)学校司書、司書教諭、実習助手、魅力化コーディネーター他

教育指導課
(地域教育推進室)

0852-22-6085

しまね留学研修会 1274
  4月14日(木)〈午後〉オンライン
  4月19日(火)〈午後〉オンライン
※状況によっては、追加で開催する可能性あり

△
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

教育指導課
（地域教育推進室）

0852-22-6428

地域との協働体制構築・運営研修 1275   6月21日(火)<午後> オンライン ○

(必修)高等学校(分校含む)の学校運営協議会・コンソーシアムの担当者 各校1
名以上
(希望)コンソーシアム事務局等の役割を担うコンソーシアム運営マネージャー、
コーディネーター、自治体担当者等

グランドデザインＰＤＣＡ研修 1276

〈第1回〉  4月21日(木)〈午前〉オンライン
〈第2回〉10月27日(木)〈１日〉[東部]出雲合庁、[西
部]浜田合庁
〈第3回〉  2月21日(火)〈午後〉オンライン

○
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

外国語指導助手の指導力等向上研
修

1051 11月25日(金)<1日>オンライン ※ ※ ※ ※
「語学指導等を行う外国青年招致事業」(JETプログラム)による招致外国青年のう
ち、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等において語学指導に従事する
者及び日本人外国語科担当教員

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-5421

●学校図書館活用研修 1225
  7月15日(金)<午前>オンライン

○
△
※

△
※

※

【必修】松江市を除く小学校の教員または管理職 各校1名※
   (松江市立の学校については、松江市主催の研修に別途申込みして参加して
ください)
  ※次のいずれの研修・講座にも参加していない者が望ましい
   令和元年度の  「学校図書館担当者(司書教諭)研修」
          「学校図書館活用教育講座」
  令和2・3年度の「学校図書館活用研修」
          「学校図書館を活用した授業改善講座」

【希望】特別支援学校の教員、隠岐管内は中学校・高校の教員も可 ただし、各校
1名

1243a 【東部】 11月  9日(水)<1日>島根県教育センター

1243b 【西部】 10月26日(水)<1日>浜田教育センター

1244a 【東部】 11月  7日(月)<1日> 島根県教育センター

1244b 【西部】 10月28日(金)<1日> 浜田教育センター

1245a 【東部】 11月10日(木)<1日> 島根県教育センター

1245b 【西部】 10月25日(火)<1日> 浜田教育センター

1247a 【東部】 11月  8日(火)<1日>島根県教育センター

1247b 【西部】 10月27日(木)<1日>浜田教育センター

日本語指導が必要な児童生徒教育研
修（新任担当者対象研修）

1144a   5月31日(火)<午後> 出雲合同庁舎
△
※

△
※

△
※

△
※

・日本語指導が必要な児童生徒が在籍している小学校、中学校、高等学校、特
別支援学校で新たに担当となる教員
・該当児童生徒在籍に関わらず受講を希望する教員または市町村教育委員会
の担当者(指導協力員等も可)※ただし、参加人数多数の場合は制限あり

日本語指導が必要な児童生徒教育研
修

1144b

12月 9日(金)<1日> ※島セと浜田合庁をオンライ
ンでつないで実施
    島根県教育センター【松江、出雲、隠岐管内か
らの参加者】
    浜田合同庁舎大会議室 【浜田、益田管内から
の参加者】

△
※

△
※

△
※

△
※

・日本語指導が必要な児童生徒が在籍している小学校、中学校、高等学校、特
別支援学校の教員は必ず1名参加
・該当児童生徒在籍に関わらず受講を希望する教員または市町村教育委員会
の担当者(指導協力員等も可)※ただし、参加人数多数の場合は制限あり

種類 研修名 番号 地域 期日・会場 幼小中高特 対象 主管

1126a 【県立・西部地区】   5月31日(火)<午後>オンライン ○ △

1126b 【県立・東部地区】   6月  1日(水)<午後>オンライン ○ △

1126c 【義務・松江管内】   6月  3日(金)<午後>オンライン ○ ○ △

中学校体育教員（武道）研修

テ
ー
マ
研
修

テ
ー
マ
研
修

新学習指導要領実施のための高等学
校外国語科授業改善研修

保健体育課
0852-22-5426

※日程の都合によって他
会場での受講可能

島根県教育センター
(研究・情報スタッフ)

0852-22-5873

教育指導課
（地域教育推進室）

0852-22-6867
島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

教育指導課
（地域教育推進室）

0852-22-6165

新学習指導要領実施のための高等学
校国語科授業改善研修

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認く
ださい。
県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学校を含む）に勤務する国語科の教諭・
主幹教諭及び常勤講師（学校毎に別途人数割り当てを連絡）
※令和３年度～５年度の３カ年のうちに、すべての国語科教員が受講すること。

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認く
ださい。
県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学校を含む）に勤務する数学科の教諭・
主幹教諭及び常勤講師（学校毎に別途人数割り当てを連絡）
※令和３年度～５年度の３カ年のうちに、すべての数学科教員が受講すること。

新学習指導要領実施のための高等学
校理科授業改善研修

△

△

△

△

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認く
ださい。
県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学校を含む）に勤務する理科の教諭・主
幹教諭及び常勤講師（学校毎に別途人数割り当てを連絡）
※令和３年度～５年度の３カ年のうちに、すべての理科教員が受講すること。

島根県教育センター
(研究・情報スタッフ)

0852-22-5873

新学習指導要領実施のための高等学
校数学科授業改善研修

教育指導課
(学力育成スタッフ)

0852-22-5421

●キャリア教育研修

(必修)
小・中学校及び高等学校、特別支援学校のキャリア教育推進者(キャリア教育に
関わる特別活動担当や進路指導担当者等も含む、昨年度参加していない者が
望ましい)1名(松江市立の学校については、松江市主催の研修に参加する。)
*特別支援学校の高等部の教員が参加の場合は県立学校の研修を、小学部・中
学部の教員が参加する場合は管内の小・中学校の研修を受講すること。
(希望)
・松江市立の学校のキャリア教育推進者(キャリア教育に関わる特別活動担当や
進路指導担当者等も含む)で希望する者(松江の会場で受講)
・小・中学校及び高等学校、特別支援学校の教員で希望する者

島根県教育センター
浜田教育センター

(研究・研修スタッフ)
0855-23-6782
教育指導課

（地域教育推進室）

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認く
ださい。
県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学校を含む）に勤務する英語科の教諭・
主幹教諭及び常勤講師（学校毎に別途人数割り当てを連絡）
※令和３年度～５年度の３カ年のうちに、すべての英語科教員が受講すること。



1126d
【義務・浜田管内】
（浜田市、江津市）

  6月  7日(火)<午前>オンライン ○ ○ △

1126e
【義務・浜田管内】
（大田市、川本町、
美郷町、邑南町）

  6月  7日(火)<午後>オンライン ○ ○ △

1126f
【義務・出雲管内】

（出雲市）
  6月21日(火)<午前>オンライン ○ ○ △

1126g
【義務・出雲管内】

（雲南市、奥出雲町、
飯南町）

  6月21日(火)<午後>オンライン ○ ○ △

1126h 【義務・益田管内】   6月24日(金)<午後>オンライン ○ ○ △

1126i 【義務・隠岐管内】   7月  1日(金)<午前>オンライン ○ ○ △

複式学級新任担当者研修 1176   6月 9日(木)<1日>オンライン
△
※

[必修者]今年度初めて複式学級を担当する小学校及び義務教育学校(前期課
程)の教員
[希望者]本研修を希望する小学校及び義務教育学校(前期課程)の教員

島根県教育センター
浜田教育センター

(研究・研修スタッフ)
0855-23-6782

1277a 【東部】
  7月27日(水)〈午後〉島根県教育センター  ※遠
隔会場 隠岐合同庁舎

1277b 【西部】   8月  2日(火)〈午後〉浜田教育センター

ゼロから学びたい先生のための教科
教育研修（中学校免許外教科：技術・
家庭（技術分野）編）

1278a   4月20日(水)<1日>浜田教育センター
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
(研究・情報スタッフ)

0852-22-5872

ゼロから学びたい先生のための教科
教育研修（中学校免許外教科：美術
編）

1278b   4月22日(金) <1日>浜田教育センター
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
浜田教育センター

(研究・研修スタッフ)
0855-23-6782

ゼロから学びたい先生のための教科
教育研修（中学校免許外教科：保健
体育編）

1278c   4月22日(金) <1日>浜田教育センター
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

保健体育課
0852-22-5426

ゼロから学びたい先生のための教科
教育研修（中学校免許外教科：技術・
家庭（家庭分野）編）

1278d   5月27日(金)<1日>浜田教育センター
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

0852-22-5864

ゼロから学びたい先生のための教科
教育研修（中学校免許外教科：音楽
編）

1278e   6月  1日(水) <1日>浜田教育センター
電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

0852-22-5853

若手教員授業力向上セミナー 5002

<第1回>  5月17日(火)<1.5時間>オンライン
<第2回>  6月  8日(水)<1.5時間>オンライン
<第3回>  7月  5日(火)<1.5時間>オンライン
<第4回>  8月  8日(月)<1.5時間>オンライン
<第5回>  9月  7日(水)<1.5時間>オンライン
※所属校からテレビ会議システムで参加する
(15:30～17:00)

△
※

△
※

△
※

△
※

電子申請対象外
研修の主管より，適時連絡等があります。内容については，研修概要をご確認
ください。

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

 0852-22-5866

中学校数学理科教員リーダー育成研
修

1293

<第1回>  5月27日(金)<1日>島根大学教育学部附
属義務教育学校後期課程
<第2回>  6月  1日(水)<1日>オンライン
<第3回>  6月～7月(未定)<半日>所属校
<第4回>  6月～7月(未定)<半日>研究授業の実施
校
<第5回>  8月   8日(月)<1日>オンライン
<第6回>  9月～12月(未定)<半日>所属校

△
中学校の数学教員(各教育事務所管内から1名ずつ)
中学校の理科教員(各教育事務所管内から1名ずつ)

島根県教育センター
(企画・研修スタッフ)

0852-22-5864

(必修)小学校・中学校・義務教育学校の、はじめてふるさと教育担当・地域連携
担当となった教職員(過去の勤務校で経験している教職員は除く)
(希望者)職務経験概ね6年目までで、「ふるさと教育」に関心のある教職員(幼稚
園、高等学校、特別支援学校の教職員も参加可)

※※
△
※

△
※

※テ
ー
マ
研
修

※●…松江市教育委員会も同名称で実施する研修。松江市立学校・園の教職員は対象外となります。希望があれば松江市教育委員会に連絡して下さい。

【問い合わせ先】内容・対象者について：各主管へお問い合わせください。
　　　　　　　　申込方法に関する問い合わせ：研修推進事務局（島根県教育センター）0852-22-5865,5866

※研修概要は、島根県教育センターＨＰからご覧ください。

ふるさと教育研修
社会教育課

 0852-22-5429
教育指導課

△
※

※対象校種の「小学校」には義務教育学校（前期課程）、「中学校」には義務教育学校（後期課程）を含みます。

●キャリア教育研修

(必修)
小・中学校及び高等学校、特別支援学校のキャリア教育推進者(キャリア教育に
関わる特別活動担当や進路指導担当者等も含む、昨年度参加していない者が
望ましい)1名(松江市立の学校については、松江市主催の研修に参加する。)
*特別支援学校の高等部の教員が参加の場合は県立学校の研修を、小学部・中
学部の教員が参加する場合は管内の小・中学校の研修を受講すること。
(希望)
・松江市立の学校のキャリア教育推進者(キャリア教育に関わる特別活動担当や
進路指導担当者等も含む)で希望する者(松江の会場で受講)
・小・中学校及び高等学校、特別支援学校の教員で希望する者

島根県教育センター
浜田教育センター

(研究・研修スタッフ)
0855-23-6782
教育指導課

（地域教育推進室）


