平成３１年度

但馬教育事務所関係研修一覧表

令和元年７月１７日現在

【総務課】
№

研

修

会

日

名

時

会

場

対

象

等

1

新任主幹教諭研修会①

令和元年6月3日

(月) 午後 豊岡総合庁舎

新任主幹教諭

2

新任主幹教諭研修会②

令和元年10月11日 (金) 午後 豊岡総合庁舎

新任主幹教諭

3

臨時的任用教員及び任用候補者研修会①

令和元年6月20日

(木) 午後 豊岡総合庁舎

臨時講師及び臨時講師任用希望者

4

臨時的任用教員及び任用候補者研修会②

令和元年8月1日

(木) 午後 県立但馬文教府

臨時講師及び臨時講師任用希望者

5

但馬地区市町立学校新任事務職員研修

平成31年4月17日

(水) 午後 豊岡職員福利センター

新規採用職員、臨時的任用職員

6

但馬地区市町立学校事務職員研修①

令和元年7月11日

(木) 午後 県立但馬長寿の郷

小・中学校の事務職員

7

但馬地区市町立学校事務職員研修②

１２月

8

但馬地区市町立学校事務職員経験者研修(10年未満)① 令和元年8月28日

9

但馬地区市町立学校事務職員経験者研修(10年未満)② １０月

午後

小・中学校の事務職員

(水) 午後 豊岡総合庁舎

小・中学校の事務職員(１０年未満)

午後

小・中学校の事務職員(１０年未満)

【教育振興課】
№

研

修

会

日

名

時

会

場

対

象

等

1

但馬地区学校経営（校長）研究協議会

令和元年5月7日

(火) １日 県立但馬長寿の郷

校長

2

但馬地区学校経営（教頭）研究協議会

令和元年6月24日

(月) １日 県立但馬長寿の郷

教頭

3

キャリア教育担当教員実践研修（全県）

令和元年5月22日

(水) 午後 神戸文化ホール

4

キャリア教育担当教員実践研修（地区別）

令和元年11月28日 (木) 午後 県立但馬長寿の郷

5

教科等指導員任命式・研修会

令和元年6月14日

(金) 午後 豊岡総合庁舎

教科等指導員

6

但馬地区生徒指導研究協議会

令和元年6月28日

(金) 午後 県立但馬長寿の郷

小・中学校生徒指導担当者

7

道徳教育実践研修（全県）

令和元年6月13日

(木) 午後 神戸文化ホール

道徳教育推進教師等

8

道徳教育実践研修（地区別）

令和元年9月30日

(月) 午後 県立但馬長寿の郷

一般教員、中堅教諭等研修対象者等

9

学力向上に向けた授業づくり実践研修【国語】 令和元年8月27日

(火) 午後 県立但馬長寿の郷

小・中学校国語科担当教員

10 学力向上に向けた授業づくり実践研修【算数・数学】 令和元年10月4日

(金) 午後 県立但馬長寿の郷

小・中学校算数・数学科担当教員

小・中学校の担当教員

11 学力向上シンポジウム

令和元年12月16日 (月) 午後 あましんアルカイックホール 小・中学校管理職又は教員

12 学級経営（特別支援教育）研究会

令和元年8月22日

(木) 午後 日高農村環境改善センター

小・中学校特別支援学級担任等

13 小・中学校教員人権教育研修会

令和元年11月1日

(金) １日 豊岡市民会館

小・中学校人権教育担当者

14 幼稚園等新規採用教員研修①

令和元年7月2日

(火) 午後 県立但馬文教府

15 幼稚園等新規採用教員研修②

令和元年10月9日

(水) 午前 豊岡聴覚特別支援学校

16 幼稚園等新規採用教員研修③

１１月

17 但馬地区幼稚園教育理解推進研修会

令和元年8月8日

(木) 午後 日高農村環境改善センター

幼稚園教員等

18 但馬地区幼小接続推進研修

令和元年11月8日

(金) 1日 香住幼稚園、香住小学校

幼稚園教員等

19 但馬地区防災教育研修会①

令和元年7月30日

(火) 午後 県立但馬長寿の郷

20 但馬地区防災教育研修会②

１１月

21 但馬地区情報教育研修会①

令和元年8月9日

22 但馬地区情報教育研修会②

令和元年11月11日 (月) 午後 県立但馬長寿の郷

23 幼稚園・小学校教員体育実技指導力向上事業

令和元年8月26日

24 学校食育実践研究大会

令和元年11月15日 (金) 午後 豊岡市立資母小学校

小・中学校食育担当者等

25 学校給食衛生管理推進研修会

令和元年8月1日

給食調理員等

他

幼稚園等新規採用教員

午前

午後
(金) 午後 日高農村環境改善センター
(月) １日 日高文化体育館

(月) 午後 豊岡総合庁舎

27 英語教育推進リーダー中央研修に係る地区別研修③ 令和元年8月2日

(金) １日 豊岡総合庁舎

28 英語教育推進リーダー中央研修に係る地区別研修② 令和元年6月10日

(月) 午後 豊岡総合庁舎

29 英語教育推進リーダー中央研修に係る地区別研修③ 令和元年8月21日

(水) １日 豊岡総合庁舎

30 英語科の授業改善少人数グループ実践研修①

令和元年8月22日

(木) 午前 豊岡総合庁舎

31 英語科の授業改善少人数グループ実践研修②

１１月

小・中学校情報教育担当者
幼稚園・小学校教員

(木) 午後 県立但馬長寿の郷

26 英語教育推進リーダー中央研修に係る地区別研修② 令和元年6月10日

小・中・高・特別支援学校担当者

小学校外国語活動担当者等
中学校英語担当者等
中学校英語科教員（初任者研修対象者を除く）

午後

中学校英語科教員（初任者研修対象者を除く）

＜その他協議会等＞
日

名

時

№
1

研
修
会
但馬地域特別支援連携協議会

会
午後 豊岡総合庁舎

場

対 象 等
但馬地域特別支援連携協議会委員

2

但馬地区防災教育推進連絡会議

令和元年5月20日

(月) 午後 豊岡総合庁舎

但馬地区防災教育推進連絡会議構成員

3

第５学区中学校・高等学校連絡協議会①
第５学区中学校・高等学校連絡協議会②
第５学区進路指導担当者会

令和元年7月5日

(金) 午後 県立但馬文教府

令和元年12月3日

(火) 午後 県立但馬長寿の郷

5

令和２年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱等説明会 令和元年10月1日

(火) 午後 豊岡総合庁舎

中・高等学校長
中・高等学校長
中学校進路指導担当者
中学校長、中学校進路指導担当者

6

学力向上支援チーム会議①

令和元年5月23日

(木) 午前 豊岡総合庁舎

学力向上支援チーム

7

学力向上支援チーム会議②

２月

午前 豊岡総合庁舎

学力向上支援チーム

8

兵庫県いじめ対応但馬地域ネットワーク会議

令和元年9月10日

(火) 午後 豊岡総合庁舎

但馬地域ネットワーク会議構成員

9

重大事態への対応研修（全県）

令和元年6月28日

(金) １日 県民会館

市町教委危機管理対応担当課長等

4

※日時、場所等が決まり次第、但馬教育事務所ホームページに随時アップロードします。

