平成 31 年度 富山市教育委員会
※学校(園)の教育課題に応え、教職員の資質の
【年次・年齢指定研修】
※001,009,015の研修の実施日等は各研修の「年間研修計画」参照

〔栄養教諭〕
（◎11年次）
・５月８日（水）13:45 他３回（一部■）
〔学校栄養職員〕
（◎11年次）
・５月８日（水）13:45 他７回（一部■）
016 16年次教職員研修（◎16年次）
・各校(園)において、５月～11月までの期間に18時間実施
017 ミドルリーダー研修会（☆）
①７月25日（木） 9:00全日
②８月２日（金） 9:00全日 いずれも市教育センター
③８月26日（月） 9:00全日 ※詳細は別途通知

001 初任者研修会〔小･中学校教諭〕
（◎）
・４月11日（木）14:00 他14回
新規採用教職員研修会〔幼稚園教諭〕
（◎）
・４月11日（木）14:00 他９回 （一部■）
（◎）
新規採用教職員研修会〔養護教諭〕
・４月11日（木）14:00 他11回 （一部■）
新規採用教職員研修会〔学校栄養職員〕
（◎）
・４月11日（木） 11:00、14:00 他10回 （一部■）
002 ２年次教員研修会（◎）
①６月５日（水）13:45 市八尾コミュニティセンター 【職務研修】
②７月31日（水） 9:00全日 市八尾コミュニティセンター ■101 管内小･中学校校長研修会（◎）
・４月９日（火） 9:30半日 水橋ふるさと会館
③９月25日（水）午後 授業協力中学校 ※会場・日程
102 幼･小･中学校初任校（園）長研修会（◎）
10月２日（水）午後 授業協力小学校 内容は別途通知
①５月30日（木）13:30
003 特別な支援を要する児童生徒に関する研修会（◎２年次、◆）
②７月29日（月）13:30
いずれも市教育センター
・６月５日（水）14:00 市八尾コミュニティセンター
③８月19日（月）13:30
※詳細は別途通知
・講師：県総合教育センター教育相談部 研究主事
■103 園長等運営管理協議会（◎）
004 授業づくりに関する研修会（◎２年次、◆）
①５月31日（金）13:30 いずれも県総合教育センター
・７月31日（水）13:30 市八尾コミュニティセンター
②10月24日（木）13:30
・講師：東京学芸大学 講師 大村 龍太郎 先生
104
小･中学校教頭研修会（◎）
005 ３年次教員研修会（◎）
・８月９日（金） 9:00半日 市八尾コミュニティセンター
①５月30日（木）13:45 市八尾コミュニティセンター
※詳細は別途通知
②７月26日（金） 9:00半日 市八尾コミュニティセンター
105
小･中学校初任教頭研修会（◎）
③10月８日（火）午後 授業協力小学校 ※会場・日程
①５月29日（水）13:30
②６月19日（水）13:30
10月30日（水）午後 授業協力中学校 内容は別途通知
③７月26日（金） 9:00全日 ④８月19日（月） 9:00半日
006 児童生徒理解研修会（◎３年次、◆）
いずれも市教育センター ※詳細は別途通知
・５月30日（木）14:00 市八尾コミュニティセンター
106
幼稚園･認定こども園副園長、小中学校教頭･教務主任研修会（◎）
・講師：上越教育大学大学院 教授 稲垣 応顕 先生
・４月12日（金）14:00 市教育センター ※詳細は別途通知
007 「特別の教科 道徳」指導に関する研修会（◎４年次、◆）
201
新任教務主任研修会（◎）
・７月25日（木）13:30 市八尾コミュニティセンター
①４月24日（水）14:00
いずれも市教育センター
・講師：金沢工業大学 教授 白木 みどり 先生
②８月６日（火）13:30
※詳細は別途通知
008 ＩＣＴ活用･授業力ＵＰ研修会（◎５年次、◆）
202
富山市生徒指導主事研修会（◎）
・７月30日（火）午後
いずれか半日１回
・４月16日（火）14:00 市教育センター
・７月31日（水）午前・午後 いずれも市教育センター
203 特別支援教育コーディネーター研修会（◎）
・講師：東京学芸大学 准教授 高橋 純 先生
・６月６日（木）13:30 市八尾コミュニティセンター
009 ６年次教職員研修会（◎）
204
富山市コミュニティ・スクール研修会（◎）
・５月29日（水）14:00 他４回
・１月22日（水）14:00 速星公民館
（
「先輩に学ぶ研修」
（半日）を含む）
■205
保健主事研修会（◎新任、◎1/2）
010 授業リフレクション研修会（◎６年次、◆）
・５月９日（木）13:30 県総合教育センター
・８月７日（水）9:00全日 市八尾コミュニティセンター
・講師：藤沢市教育文化センター 主任研究員 目黒 悟 先生 ■206 給食主任研修会（◎新任、◎1/2）
・５月15日（水）13:10 県総合教育センター
011 カウンセリング講座（◎７年次、◆）
301
特別支援学級等新任担当教員研修会（◎）
①６月20日（木）14:00
①４月23日（火）14:00 市教育センター
②８月９日（金）14:00 いずれも
②６月12日（水）13:30 授業協力校 ※会場は別途通知
③10月９日（水）14:00 市八尾コミュニティセンター
③８月５日（月） 9:00全日 市八尾コミュニティセンター
④11月７日（木）14:00
・講師 ①富山大学
准教授 石津 憲一郎 先生 302 特別支援教育研修会Ⅰ（◎、◆）
・８月５日（月） 9:00半日 市八尾コミュニティセンター
稲垣 応顕 先生
②上越教育大学大学院 教授
・講師：富山大学 講師 和田 充紀 先生
永井 貴裕 先生
③県立中央病院精神科 副医長
④市教育センター 臨床心理士 根塚 明子 先生 303 特別支援教育研修会Ⅱ（◎、◆）
・８月５日（月）13:30 市八尾コミュニティセンター
012 学級経営に関する研修会（◎８・11年次、◆）
・講師：上越教育大学大学院 准教授 村中 智彦 先生
・７月26日（金）13:30 市八尾コミュニティセンター
304 通級指導教室担当者研修会（◎、◆）
・講師：国士舘大学 教授 澤井 陽介 先生
・５月15日（水）14:00 市教育センター
013 カリキュラム・マネジメントに関する研修会（◎９・11年次、◆）
305
臨時的任用講師等研修会（◎、◆）
・８月19日（月）13:30 市八尾コミュニティセンター
①５月９日（木）13:30
いずれも市教育センター
・講師：甲南女子大学 教授 村川 雅弘 先生
②６月18日（火）13:30
※日程・内容は別途通知
014 家庭との連携に関する研修会（◎10・11年次、◆）
■306
養護教諭研修会（◎）
・６月26日（水）14:00 市八尾コミュニティセンター
①４月16日（火）13:30 婦中ふれあい館
・講師：大阪大学大学院 教授 小野田 正利 先生
②８月１日（木）13:30 市体育文化センター
015 中堅教諭等資質向上研修会
③11月19日（火）13:30 婦中ふれあい館
〔小･中学校教諭〕
（◎11年次）
307 養護教諭実技講習会（◎）
・５月16日（木）14:00 他７回
・６月11日（火）､13日（木）の半日１回 14:00 速星公民館
〔幼稚園教諭〕
（◎11年次）
・講師：日本赤十字社救急法指導員 他
・５月16日（木）14:00 他４回
■308 栄養教諭･学校栄養職員研修会（◎）
〔養護教諭〕
（◎11年次）
①５月８日（水）13:45
・４月16日（火）13:30 他３回（一部■）
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主催研修会等一覧

※日程、内容が変更になる場合がありますので、
「平成 31 年度教職員研修等実施要項」
（３月下旬配付）で
ご確認ください。

向上に資する多様な研究会や事業を実施します。

②８月22日（木） 9:30全日 ※午後は栄養教諭のみ
■418 英語教員研修会（◆）
①７月31日（水） いずれも県総合運動公園陸上競技場会議室
いずれも県総合教育センター
309 富山市栄養教諭・学校栄養職員研修会（◎）
②８月１日（木）
※詳細は別途通知
10月～11月の半日 市役所
※開催日･会場は別途通知 ■419 富山県学校給食研究協議会（◎）
■310 学校事務職員初任研修会（◎）
・10月31日（木）13:30 県総合教育センター
・７月29日（月）県総合教育センター ※日程･内容は別途通知
※詳細は別途通知
■311 外国人児童生徒教育実践講座（◆）
【領域研修】
①６月19日（水）13:30 射水市立太閤山小学校
501 とやま教師塾（◆）
②７月29日（月）13:30 県総合教育センター
①５月下旬 ②６月下旬 ③７月下旬 ④８月23日～24日
⑤９月30日 ⑥10月19日 ⑦11月中旬 ⑧１月中旬
【教科等研修】
401 富山市教科等指導員の辞令交付式及び研修会（☆）
・原則として勤務時間外の時間
※詳細は別途通知
・５月７日（火）15:30 市教育センター ※詳細は別途通知 502 幼稚園現職教育研修会（◎）
402 小学校実験･実技指導者研修会（☆）
・６月25日（火） 9:00半日 富山市立大沢野幼稚園
①５月８日（水）15:00 市教育センター
・講師：元富山大学人間発達科学部附属幼稚園 副園長 廣田 仁美 先生
503 幼児教育から学ぶ講演会（幼保合同研修会）
（◎、◆）
②７月29日（月） 8:30半日 各コースの会場校
403 小学校実験・実技研修会（◎２～10年次）
・８月26日（月）13:30 市八尾コミュニティセンター
・７月29日（月）13:30 各会場校
・講師：富山大学 准教授 西館 有沙 先生
(1)理科：豊田校 (2)音楽科：光陽校 (3)図画工作科：藤ノ木校
■504 保育技術協議会（☆）
①７月９日（火） 9:30全日 いずれも県総合教育センター
(4)体育科：市総合体育館 (5)外国語活動：新庄北校
■404 英語力養成研修会（◎、◆）
②８月９日（金）13:45
①７月29日（月） いずれも県総合運動公園陸上競技場会議室
505 人権教育の指導事例集編集委員の辞令交付式及び研修会（☆）
②７月31日（水） ※詳細は別途通知
・５月23日（木）15:30他 いずれも市役所 ※詳細は別途通知
■405 小学校体育実技指導者講習会（☆）
506 人権教育推進に関する研修会（◎）
・７月31日（水） 9:00全日 県総合体育センター
・８月２日（金）14:00 市八尾コミュニティセンター ※詳細は別途通知
■406 中・高等学校体育実技指導者講習会（☆）
507 図書館教育講習会（◆）
・６月27日（木） 9:00全日 県総合体育センター、県営富山武道館
・８月19日（月）13:30 県立図書館
※詳細は別途通知
■407 運動部活動指導者養成研修会（◆）
508 立山登山引率者講習会（◎）
・11月27日（水） 9:15全日 県総合体育センター
・６月20日(木）～ 21日（金）１泊２日
408 富山市学力向上に関する研修会（◎、◆）
・立山（雄山及び室堂・弥陀ヶ原周辺）
・８月１日（木）午後 市八尾コミュニティセンター
・講師：県警山岳警備隊、県山岳連盟関係者 等
・講師：東京大学大学院 教授 市川 伸一 先生
※詳細は別途通知
509 学校プール衛生管理講習会（◎）
※詳細は別途通知
409 プログラミング教育研修会（◎）
・６月５日（水）14:00 速星公民館
・８月１日（木）午前・午後のいずれか半日１回
・講師：富山市学校薬剤師会 学校薬剤師
いずれも市教育センター
※詳細は別途通知
富山市体育協会 スポーツ指導員
※詳細は別途通知
・講師：常葉大学 専任講師 佐藤 和紀 先生
日本赤十字社 救急法指導員
410 プログラミング教育実践講座（◎、◆）
【研究、教育相談】
①８月７日（水） 9:00全日（Ａグループ）
601 研究員研究「校内研修の充実に関する研修Ⅰ」
（☆）
８月８日（木） 9:00全日（Ｂグループ）
①５月８日（水）
②６月４日（火）
③８月28日（水）
②８月22日（木） 9:00半日（Ａ・Ｂグループ）
④11月19日（火） いずれも14:00市教育センター
③12月26日（木） 9:00半日（小学校悉皆、中学校希望）
701 カウンセリング推進事業
「来所相談」
・
「電話相談」
（◆）
①②市教育センター ③市八尾コミュニティセンター
702
子どもと先生のための相談会（◆）
・講師：特定非営利活動法人「みんなのコード」指導講師
※詳細は別途通知 【学校（園）支援訪問研修】
411 情報活用能力育成研修会（◆）
・
「校内研修支援」
（◆）
801 校内研修サポート事業「若手研修支援」
・５月９日（木）15:00 市教育センター
802 カウンセリング推進事業「訪問相談研修」
（◆）
412 とやま技塾（◆）
803 出前講座「ＩＣＴ活用等支援」
（◆）
・６～11月の土曜日 9：30半日 14:00半日 全10回
※詳細は別途通知 【各種教育機関】
◇901 理科をもっと楽しくする研修「教員のための博物館の日」（◆）
413 小学校外国語活動研修会（◎）
・８月６日（火） 9:00半日 13:30半日 市科学博物館
①８月６日（火） 9:10半日 小学校５・６年生外国語活動研修会
・講師：市科学博物館 学芸員
②８月６日（火）13:30半日 小学校３・４年生外国語活動研修会
いずれも大沢野生涯学習センター
■ 県と共催となる研修
・講師：東部教育事務所指導主事、富山外国語専門学校講師、
◇ 各種教育機関が行う研修
英語専科教員、市内教諭、富山市小学校外国語活動支援講師、
◎ 悉皆研修（選択悉皆を含む）
富山市外国語指導助手
■414 幼稚園教育課程研究協議会（☆、◎新採･幼）
《兼免許状更新講習》 ☆ 推薦研修
000 ブラッシュアップ研修
・８月23日（金） 9:00半日 県総合運動公園陸上競技場会議室
）
■415 小学校教育課程研究協議会（☆1/3）
《兼免許状更新講習》 ◆ 希望研修（詳細は実施要項等でご確認ください。
※ 希望研修については、臨任講師も受講できるものもあります。
・８月21日（水） 9:00半日（一部午後）
学校（園）を通して申し込んでください。
県中小企業研修センター 他
■416 中学校教育課程研究協議会（☆1/3）
《兼免許状更新講習》
《申込みの締め切り》
・８月19日（月） 9:00半日 または 13:30半日
１ 年間･4/1～7/24に実施する研修
４月12日（金）
いずれも県総合運動公園陸上競技場会議室
２ 7/25～3/31に実施する研修
６月７日（金）
■417 特別支援学校教育課程研究協議会（◆）
《兼免許状更新講習》 ３ とやま技塾
５月24日（金）
・８月26日（月）9:30半日 免許状更新講習受講者は全日
※ 上記以外の月日が締め切りとなる研修もあります。
県総合教育センター
必ず各研修要項で確認の上、申し込んでください。
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