
平成３１年度研修等予定【会場】 ※主な変更箇所は赤字で表記しています。

月 日 曜日 予 定 研 修 ・ 事 業 等 名【 会 場 】

11 （木） 初任研連絡協議会Ⅱ（西部）【浜セ】

17 （水）
第１回小・中学校新任研究主任等研修（西部）【浜セ】
管内前期進路保障連絡協議会【川本合庁】

19 （金）
新任講師等研修（浜管）【浜セ】
講師等対象授業づくり研修（第１回浜管）【浜セ】
新任研（幼）連絡協議会【島セ】

24 （水）
中堅研Ⅰ（養、栄、実、寄、幼）【島セ】
小・中学校特別支援学級、通級指導教室新任担当教員研修Ⅰ（西部）【浜セ】

25 （木）
中堅研Ⅰ（西部・小中高特）【浜セ】
第1回高等部入試担当者会【島セ】

8 （水） 新任研Ⅰ（西部・小中高～9日）【浜セ】

9 （木）
新任研Ⅰ（幼）【サンラポー、島セ】
新任研Ⅰ（特、養、栄、事、実～１０日）【サンラポー、島セ、タウンプラザ】

14 （火） 管内事務研総会【浜田合庁】

16 （木）
６年目研修Ⅰ（西部・小中高特）【浜セ】、（養、栄、実、寄～１７日）【島セ】
小・中学校事務職員新任事務リーダー研修Ⅱ～1７日【松江合庁】

17 （金）
管理職研修（新任校長）【松江合庁】
主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善プロジェクト事業研究推進担当者会

生徒指導主任主事等研修（浜管）【浜セ】
新任特別支援教育コーディネーター研修（浜管、益管）【浜セ】

中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（美、免外のみ）【浜セ】
中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（技術、免外のみ）【浜セ】

24 （金）
中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（家、免外・非常勤）【浜セ】
管理職研修（新任副校長、新任教頭）【松江合庁】

28 （火） 施策説明会（校長対象）【浜セ】

29 （水）
小・中学校教務主任研修（西部）【浜セ】
中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科研修（音楽、免外）【浜セ】

30 （木） 新任研Ⅱ（事～３１日）【島セ】

5 （水）
複式学級新任担当者研修（浜管・益管）【浜セ】
小・中学校事務職員事務主幹研修（～6日）【島セ】

6 （木） 特別な支援のための非常勤講師（にこサポ）研修（西部浜管）【浜セ】

7 （金）
中堅研Ⅱ（小※小特を除く）【島セ】
新任研Ⅱ（養）【島大】

13 （木） 中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（音楽、免外・非常勤）【浜セ】

14 （金） 中堅研Ⅱ（中高特、小特、養、栄、実、寄）【島セ】

19 （水） 人権・同和教育主任等研修（浜管）【浜セ】

20 （木）
新任研Ⅱ（小中高特～21日）【島セ、職員会館、附属小中】
新任研Ⅱ（実）【島セ】

21 （金）
新任研Ⅱ（栄）【給食セ】
小・中学校事務職員主事研修【島セ】

26 （水） 特別支援学級担任スキルアップ研修（西部・１年次）Ⅰ【島セ】

27 （木） 小・中学校長学校経営実践研修【西部・浜セ】

28 （金） 第１回進路保障推進者研修会【浜田合庁】

4 （木） 中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（技・非常勤）【益田】または、12/5【松江】

5 （金）
主幹教諭研修（新任）【島セ】
主幹教諭研修（２年目以降）【島セ】

11 （木） 管理職研修（第１回２年目副校長、教頭）【島セ】

24 （水） 特別支援学級担任３年目研修（西部）【浜セ】

25 （木）
管理職研修（第２回新任副校長、教頭）【浜セ】
管理職研修（３年目副校長、教頭）【浜セ】

26 （金） 第２回小・中学校新任研究主任等研修【松江合庁】

29 （月） 新任研Ⅲ（中、高～30日）【浜セ・島セ】

30 （火） 新任研Ⅲ（養、栄～31日）【島セ】

31 （水）
新任研Ⅲ（西部・小～８／１）【浜セ】
ミドルリーダー育成研修～８／２（浜管・益管）【三瓶青少年交流の家】

2 （金）
学校図書館担当者〈司書教諭〉研修（浜管、益管）【浜セ】
生徒指導実践講座（西部）【浜田合庁】

5 （月） ６年目研修Ⅱ（西部・小、中、高、特）【浜セ】

6 （火）
中学校新学習指導要領説明会1日目【浜セ】
６年目研修Ⅱ（養、栄、実、寄）【島セ】

22 （水）
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7 （水） 中学校新学習指導要領説明会2日目【浜セ】

8 （木） 中堅研Ⅲ（西部・小、中、高、特）【浜セ】

9 （金）
中堅研Ⅲ（養、栄、実、寄）【島セ】
中堅研Ⅱ（幼）【島セ】

19 （月） 養護教諭研修（浜管）【浜セ】

20 （火）
新任研Ⅱ（幼）【松江総体】
グローバル化に対応した外国語教育研修（～２２日）【浜セ】

21 （水）
初任研連絡協議会Ⅲ（西部）【浜田合庁】
管内事務研【江津地場産センター】

22 （木）
第2回講師等対象授業づくり研修（浜管）【浜田合庁】
フォローアップ研修（西部・養護）【浜セ】

23 （金） 第2回進路保障推進者研修会【浜田合庁】

6 （金） 小・中学校事務職員事務リーダーフォローアップ研修【島セ】

10 （火） 小・中学校教頭学校運営実践研修（西部）【浜セ】

19 （木） 学校安全〈生活安全〉研修（西部）【浜田合庁】

26 （木） 新任研Ⅳ（西部・小、中、高、特）【浜セ】

27 （金）
新任研Ⅳ（養）【松江合庁】
新任研Ⅴ（栄）【松江合庁】
新任研Ⅲ（事、実）【松江合庁】

3 （木）
新規採用栄養教諭研修【出雲合庁】
栄養教諭研修【出雲合庁】
通級指導教室担当教員等研修（西部）【浜田合庁】

4 （金） 県小学校長研究大会【川本】

11 （金）
小学校プログラミング教育講座【浜セ】
管理職研修（第２回２年目副校長、教頭）【松江合庁】

17 （木）
小・中学校事務職員事務主幹フォローアップ研修～18日【島セ】
中学校体育教員武道・ダンス研修（西部）～18日【石見武道館】

18 （金）
新任研Ⅲ（幼）【附幼】
中学校免許外教科担任・非常勤講師実技教科教育研修（美、非常勤のみ）【東部の学校】

25 （金） 島根県教育研究大会（大田大会）

28 （月） 保育教諭、幼稚園教諭、保育士合同研修（西部）【浜セ】

29 （火） 中学校新学習指導要領説明会（西部）【浜セ】

1 （金）
管理職研修（新任校長・第2回西部）【浜セ】
管理職研修（2年目校長・西部）【浜セ】

15 （金） 新任研Ⅴ（養）【若松】

20 （水） 県中学校長研究大会【益田・鹿足】

22 （金） 人権教育発表会【浜田三中】

27 （水）
小・中学校特別支援学級、通級指導教室新任担当教員研修Ⅱ（西部）【浜セ】
第3回進路保障推進者研修会【浜田合庁】

28 （木） 小・中学校道徳教育研修（浜管）【浜セ】

12 3 （火） 第２回高等部入試担当者会【島セ】

17 （金） 管理職研修（第３回新任副校長、教頭）【松江合庁】

22 （水） 特別支援学級担任スキルアップ研修（西部・１年次）Ⅲ【浜セ】

29 （水） 新任研Ⅴ（西部・小、中、高～30日）【浜セ】

30 （木）
新任研Ⅴ（特～31日）【島セ】
新任研Ⅳ（実～31日）【島セ】

31 （金）
新任研Ⅵ（養、栄）【島セ】
新任研Ⅳ（幼）【島セ】

6 （木） 中堅研Ⅴ（西部・小、中、高、特）【浜セ】

7 （金）
中堅研Ⅴ（養、栄）【島セ】
中堅研Ⅳ（実、寄）【島セ】
中堅研Ⅲ（幼）【島セ】

12 （水） ミドルリーダー育成研修②（浜管・益管）【浜セ】

13 （木） ６年目研修Ⅳ（西部・小、中、高、特）【浜セ】

14 （金） ６年目研修Ⅳ（養、栄、実、寄）【島セ】

19 （水） 管内後期進路保障連絡協議会【川本合庁】

4 （水） 第3回高等部入試担当者会【島セ】

23 （月） 初任研連絡協議会Ⅰ（西部）【浜セ】
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