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机上研修・
書面開催

オンライン

小学校教育課程 R3.08.02:月 教育指導課 〇
中学校教育課程 R3.08.03:火 教育指導課 〇
第５回横須賀市共同学校事務室定例会 認定簿の相互確認等 学校事務職員 R3.8.4～R3.8.26 各室ごと 教職員課 中止
教職２年経験者研修講座 インクルーシブ教育・カリキュラム・マネジメントを意識した授業づくり 支援教育課・教育研究所 指導主事 R3.08.04:水 9:30 教育研究所 〇
学校給食関係職員夏季研修会 食中毒予防について 保健所生活衛生課 高義　浩和 R3.08.04:水 10:00 学校食育課 〇
科学教養研修講座 宇宙開発最前線～惑星探査機が解き明かす宇宙の謎～ JAXA　宇宙科学研究所 中村　正人 R3.08.04:水 13:30 教育研究所 〇
外国語活動研修講座 授業力向上セミナー① 教育指導課 外国語活動アドバイザー R3.08.04:水 13:30 教育指導課 中止
体育科・保健体育科夏季研修講座 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座① 市立小学校 教員 R3.08.05:木 9:00 保健体育課 中止
小学校・中学校理科教材研究講座 上手に活用！実験機器～実験機器の使い方＆活用法～ 株式会社　島津理化 スタッフ R3.08.05:木 9:30 教育研究所 中止
小学校・中学校理科教材研究講座 なるほど！小・中理科実験教室～理科教材から学ぶ理科実験の工夫～
株式会社　ヤガミ スタッフ R3.08.05:木 13:30 教育研究所 中止
体育科・保健体育科夏季研修講座 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座② 市立小学校 教員 R3.08.05:木 13:30 保健体育課 中止
教育課題研修講座 GIGAスクール構想の概要と具体 横浜国立大学 山本　光 R3.08.05:木 13:30 教育研究所 〇
幼児教育研修講座 気になる子もみんないきいき保育～幼児期の特別支援について考える～ 明星大学 星山　麻木 R3.08.05:木 13:30 教育指導課 中止
体育科・保健体育科夏季研修講座 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座③ 市立小学校 教員 R3.08.06:金 09:00 保健体育課 〇
理科基礎技術研修講座 自然観察会～天神島の生き物～ 横須賀市自然・人文博物館 学芸員 R3.08.06:金 09:30 教育研究所 中止
ＩＣＴ活用実践研修講座 ミライシード活用研修（小） ベネッセコーポレーション スタッフ R3.08.06:金 09:30 教育研究所 中止
体育実技講習会 体を動かす楽しさや心地よさを味わう体つくり運動系の授業づくり スポーツリズムトレーニング協会 津田　幸保 R3.08.06:金 13:30 保健体育課 中止
コミュニケーション研修講座 人と人をつなぐファシリテーションの在り方 東京工業大学 中野　民夫 R3.08.06:金 13:30 教育研究所 〇（午前中に変更）

ＩＣＴ活用実践研修講座 ミライシード活用研修（中） ベネッセコーポレーション スタッフ R3.08.06:金 13:30 教育研究所 中止
家庭科/技術・家庭科研修講座 SDGｓの世界を学ぶ マッシュ&ルーム 村瀬　真琴 R3.08.06:金 14:00 教育研究所 中止
外国語科研修講座 新学習指導要領のねらいと指導と評価の一体化について 文部科学省 山田 誠志 R3.08.06:金 14:00 教育指導課 〇
学校づくり研修講座 新学習指導要領とカリキュラム・マネジメント 横浜国立大学 石塚　等 R3.08.16:月 09:30 教育研究所 〇
コミュニケーション研修講座 カウンセリング・テクニックで高める教師力 明治大学 諸富　祥彦 R3.08.16:月 13:30 教育研究所 〇
総括教諭研修講座 これからの時代におけるチーム力のある学校づくり 教育研究家 妹尾　昌俊 R3.08.17:火

9:30
13:30 教育研究所 〇

ＩＣＴ活用実践研修講座 GIGAスクール実現　実践ワークショップ NHK放送局 スタッフ R3.08.17:火 13:30 教育研究所 中止
家庭科/技術・家庭科研修講座 小中高校の学びをつなぐ家庭科、家庭分野のカリキュラム編成について 横浜国立大学教育学部 堀内　かおる R3.08.17:火 13:30 教育研究所 〇（午前中に変更）

夏季大学 スポーツを通じて「心」を育てる 横浜国立大学 木村　昌彦 R3.08.17:火 13:30 教育研究所 〇
応急手当普及員再講習会 再講習会 R3.08.17:火 保健体育課 中止
夏季大学 新時代の学びの変容 株式会社人財ラボ代表取締役社長 下山　博志 R3.08.18:水 9:30 教育研究所 〇
学校づくり研修講座 事例を基に考える保護者対応の在り方 （株）市進ホールディングス 細谷　幸裕 R3.08.18:水 13:30 教育研究所 〇
応急手当普及員再講習会 再講習会 R3.08.18:水 保健体育課 中止
神奈川県小・中学校教育課程研究会 R3.08.18:水 中止
初任者研修講座 「確かな学力」を育成する授業づくり 教育研究所 指導主事 R3.8.19:木.20:金 09:00 教育研究所

外国語活動研修講座
教材の効果的活用法と指導の評価の一体化について

文教大学 金森 強 R3.08.19:木 09:30 教育指導課 〇
外国語科研修講座 教科書を用いた効果的な指導と評価との一体化について 文教大学 阿野 幸一 R3.08.19:木 13:30 教育指導課 〇
防災教育研修講座 防災教育研修講座 横須賀市消防局 R3.08.20:金 09:30 教育指導課 中止
図画工作科/美術科研修講座 横須賀の実践をもとに図画工作・美術教育の在り方を考える 文部科学省 平田　朝一 R3.08.20:金 13:30 教育指導課

応急手当普及員研修講座 応急手当Ⅰ 横須賀市消防局救急課 救急隊員 R3.08.23:月 09:00 保健体育課 中止
算数科/数学科研修講座 数学的活動はいかに算数・数学の授業を変えるか 島根県立大学 齊藤　一弥 R3.08.23:月 09:30 教育指導課 〇
音楽科研修講座 （仮）実感を伴った理解 筑波大学附属小学校 平野　次郎 R3.08.23:月 09:30 教育指導課 〇
応急手当普及員研修講座 応急手当Ⅱ 横須賀市消防局救急課 救急隊員 R3.08.23:月 13:00 保健体育課 中止
理科研修講座 理科研修講座 文部科学省 鳴川　哲也 R3.08.23:月 13:30 教育指導課 〇
外国語活動研修講座 授業力向上セミナー② 教育指導課 外国語活動アドバイザー R3.08.23:月 13:30 教育指導課 中止
第２回横須賀市共同学校事務室連絡会 情報交換等 学校事務職員 R3.08.23:月 13:30 教職員課 延期
応急手当普及員研修講座 応急手当Ⅲ 横須賀市消防局救急課 救急隊員 R3.08.24:火 09:00 保健体育課 中止
教職１年経験者研修 インクルーシブ教育 国立特別支援教育総合研究所 所員 R3.08.24:火

9:30
13:30 教育研究所 〇

応急手当普及員研修講座 応急手当Ⅳ 横須賀市消防局救急課 救急隊員 R3.08.24:火 13:00 保健体育課 中止
生活科研修講座/総合的な学習の時間研修講座 生活科・総合的な学習の時間の充実に向けて 早稲田大学　教育学部 藤井　千春 R3.08.24:火 13:30 教育指導課 〇
インクルーシブ教育推進フォーラム R3.08.24:火 支援教育課 中止
国語科研修講座 実生活に生きる書写の授業づくり～豊かな文字文化へのまなざし～ 横浜国立大学 青山　浩之 R3.08.25:水 13:30 教育指導課 〇
支援教育コーディネータ―連絡会 R3.08.25:水 支援教育課 〇
学校保健研修講座 「学校現場でゲーム依存、ネット依存を防ぐために（仮）」 久里浜医療センター 心理療法士 R3.08.26:木 9:30 保健体育課 〇
学校食育研修講座 学校現場で食育を推進していくために（仮題） 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 清久　利和 R3.08.26:木 13:30 学校食育課 〇
学校情報化推進部会Ⅲ R3.08.27:金 16:00 教育研究所 〇

調整中

令和３年度　夏季休業期間中の研修及び担当者会等の対応について

　緊急事態宣言の発令に伴い、今後の夏季研修講座等については以下のように行います。

●オンライン研修や机上研修動画配信や書面開催を原則とします。ただし、集合が必要である場合には、感染症対策を徹底して行います。

●選択研修のオンライン研修については、教育研究所から別途通知を出しますのでそちらをご覧ください。

●指定研修の内容については、教育研究所から別途通知を出しますので詳細はそちらをご確認ください。

●「調整中」の研修につきましては、イントラネットの講座案内で決まり次第お知らせいたします。また、右上のURLからも確認することができます。

8月研修等一覧

当初予定 対応

8月20日（金）の午前・午後に分かれて模擬授業のみ実施

※ 詳細は別途通知

https://sites.google.com/ykg.ed.jp/kyouken-top

別紙2


