教科教育係 0857-28-2585
教職教育係 0857-28-2586

研修企画課
あなたの研修をサポートします

キ
ャリアデ
キャリアデザイン研修

キャリアデザイン研修とは

鳥取県教育センタ
鳥取県教育センターでは、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校教諭のうち、学校の
では 小学校
中核を担うことが期待される、一定の年齢に達する先生方を対象にした「キャリアデザイン
研修」を実施しています。１１月４日には２回目の研修を行い、鳥取県教育委員会 横濵純一
教育長より講話をいただきました。
講話では、全国学力・学習状況調査や県立高等学校入学者選抜学力検査等からわかる本県
の教育課題とあわせて、異学年型教科センター方式を導入した福井県の例に触れ、鳥取県の
教育が目指す取組の方向性をお話いただきました。

教育委員会 今後の取組の方向性
１
２
３
４
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受講者の「振り返りアンケート」より
直接、 教育長さんの話を聞く機会などなかなか無いのだが、
今回初めて話を聞くことができた。 すごく分かり易かったし、 思
いもよく伝わった。 鳥取県が教育に力を入れていることがよく分
かり、 がんばる意欲がわいてきた。

学力向上対策
児童生徒の指導体制の充実と県
民一体となって支える教育の推進
特別支援教育の充実
文化 ・ 芸術活動の活性化
競技力向上と施設整備を一体化し
たスポーツ振興

教育長の話にあったように、 今後起こりうるであろう社会的変
化に対応するためにも、 教育現場の最前線に立つ私たちも様々
な価値観に触れるべきだと思った。
教育長のお話が分かりやすく参考になりました。 今後の取組
の方向性に文化 ・ 芸術活動の活性化とあり大変心強く感じまし
た。 その一端を担えるよう努力していきたいと思います。

キャリアデザイン研修は、 教師
キャリアの円熟期を迎えた教員に
対して、 そのキャリアに応じた研修
を実施し、 持ち味の自覚と伸長に
よる自己存在感の高揚と学校の中
核となる教員としての実践力の向上
を図ることを目的としています。
研修は８月と１１月の２回に分けて
行いました。 今までのキャリアを振
り返り、 今後のキャリアビジョンを
構想することで、 自己の成長に向
けた資質の再認識を行うと共に、
その効果的な活用を考えます。 ま
た、 所属校での実践を持ち寄って
意見交換を行い、 学校組織の活性
化に向けた実践力を高めます。
その他、 今年度は、 東京大学社
会科学研究所 大堀 研 助教による
「希望学」 の講義、 あだち人材育
成研究所 足立 博俊 所長による
「コーチングコミュニケーション」 の
講義、 県教育委員会 横濵 純一
教育長による 「鳥取県がめざす教
育」 についての講話を研修プログ
ラムに含め、 充実した研修内容に
なっています。

『鳥取県教育のシンクタンク』をめざします
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西部会場
西部総合事務所

1月

１８日（火） ２０日（木） １３日（木）
13:00~16:00 14:00~17:00 13:00~16:00

2月

２４日（木） ２８日（月） １０日（木）
13:30~16:30 14:00~17:00 13:00~16:00

3月

１０日（木） １７日（木） ３日（木）
13:30~16:30 14:00~17:00 13:00~16:00
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教育センターだより
県教育センター教育相談会のご案内

平成 23 年 1 〜 3 月

子ども達の健やかな成長や発達を願って、幼児・児童・生徒及びその保護者、教育
関係者の方々を対象に、県内３箇所で教育相談会を行っています。
不登校、発達の遅れ、療育、子育て等、学校生活や家庭生活での不安や悩みなどを
遠慮なくご相談ください。
【相談担当者】小児科・精神科の専門医、特別支援学校の先生
【申し込み】教育相談課（０８５７−２８−２３２２）に直接お申し込みください。

～中学校、高等学校の関係者の皆様へ～

「ハートフルスペース」体験活動の様子

卒業のシーズンが近づきました。現在学校に、進学先でも不登校が続きそうな生徒、あるいは、卒業
後に社会参加が難しそうな生徒が在籍していませんか。
将来的・長期的に支援が必要と思われる生徒達は、早期に専門機関等につなぐことが大切です。そうす
ることで、不登校、ひきこもりの未然防止や社会参加への取組につながります。
もし、そのような生徒が在籍していましたら、ぜひ、本人やその保護者に、可能な範囲で教育・福祉・
医療等の相談窓口を紹介してあげてください。すでに人間関係が築かれている学校からの紹介が一番効
果的です。
県教育センターにおきましても、不登校の高校生及び概ね２０歳くらいまでの
ひきこもりの青少年を対象とした教育支援センター「ハートフルスペース」を設
置していますので、相談窓口の一つとして紹介していただければと思います。そ
の際、ちらし等が必要な場合は、遠慮なく教育相談課にご連絡ください。よろし
くお願いします。

教育相談課
信頼をきずき、子ども・保護者・学校を支援します

教育相談課 0857-28-2322

あけまして
おめでとうございます

学校教育支援室 0857-28-2352

学校教育支援室
学校づくり・授業づくりを応援します

A1
10:10-11:40
研究発表

指導助言

B1
12:40-14:20
研究発表

各教科における
各教科における言語活動の充実
米子市立東山中
米子市立東山中学校

A2

鳥取県教育センター「教育セミナー」

人間関係づくり・学級経営
中部教育局

確かな学力と豊かな心
をもった生徒の育成

10:10-11:40

学び合い、高め合いの
ある授業をめざして

〜考え、表現し、かかわり
あい、学びあう仲間づくり〜

研究発表
及び演習

〜 SST を活用した人間性・
社会性の育成〜

ノートルダム清心女子大学

准教授

大滝一登

学級経営・特別支援教育

指導助言

B2

鳥取市立散岐小学校
確かに学び、よりよく生きる
子どもを育てよう

12:40-14:30

鳥取大学

講師

金子周平

学校組織マネジメント・学校評価
県立鳥取工業高校
学校ビジョンの共有化
による学校経営

研究発表

〜
〜学びあい、かかわり合う子ども〜

県立倉吉養護学校
学校組織マネジメントによる
元気な学校づくり

平成２２年度スーパーバイザー事業研究発表大会
県教育センターで取り組んでいる「スーパーバイザー事
業」の研究発表大会を１月２２日（土）に行います。各事
業対象校がこれまで取り組んでこられたさまざまな教育課
題について、その研究成果をもとに共に考えるまたとない
機会となります。もちろんスーパーバイザー陣にもこの日、
県教育センターにおいでいただきます。それぞれのスーパー
バイザーによる発表への指導助言を通し、その理論を学ぶ
こともできます。是非とも多くの先生方にご参加いただき
本年度の成果を共有していただきますようお願いします。

〜学校評価の活用を通して〜
指導助言

ＩＰＵ環太平洋大学

教授

住本克彦

指導助言

兵庫教育大学

教授

浅野良一

平成２３年１月２２日（土）
〔９:３０受付開始 １０:００開会〕
場
所 鳥取県教育センター大研修室等
申込方法 送付した申込用紙を用い、各学校等で集約し、ファ
クシミリまたは電子メールで、県教育センター学
校教育支援室宛にお申し込み下さい。
〔申込期限：平成２３年１月１２日（水）
〕
日

C1
14:40-16:30

道徳教育
北栄町立北条小学校
豊かな心をもち、未来をたくましく拓く
子どもの育成

研究発表

C2
14:50-16:20
研究発表

鳥取市立浜坂小学校
自己を見つめ、互いを
認め合い関わり合う子
どもの育成
指導助言

国立教育政策研究所

総括研究官

西野真由美

指導助言

授業づくり
八頭町立八東中学校
人とのかかわりあいの中で、より良い生き
方を求めて、意欲的に学ぶ生徒の育成
〜聞く力を伸ばし、思考
力を高めるために学び合
い活動を取り入れた授業
の展開〜

県教育センター

指導主事

笠見隆志

時

鳥取空港

アクセス

『鳥取県教育のシンクタンク』をめざします
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■鳥取空港から
タクシー約 5 分
■ＪＲ「湖山駅」から
徒歩 15 分、タクシー約 5 分
■ＪＲ「鳥取大学前駅」から
徒歩 15 分、タクシー約 5 分
■ＪＲ「鳥取駅」から
日ノ丸バス「湖山・賀露」
「相生町・湖山・鳥大附属」
行き約 30 分（「湖山」又は
「鳥商前」下車）、タクシー
約 15 分

写真館

至鳥取砂丘

318

湖山
湖山駅前

湖
山
駅
至布勢総合運動公園

タクシー
至鳥取駅

学校ウェブページの作成ガイドラインを改訂しました
近年の情報通信技術の発達により
近年の情報通信技術の発達により、インターネットを介した学校情報発信の
インタ ネ トを介した学校情報発信の
重要性が増しています。これに伴い、学校ホームページ作成にあたり閲覧者へ
の配慮や発信に伴う責任の明確化が求められています。このことを踏まえ、
「学
校ウェブページ作成ガイドライン」を改訂しました。改訂の主旨は次の３点で
す。
１ 学校長の指導監督の明確化について
２ 閲覧者の視点に立った学校ウェブページ作成について
３ 掲載情報の速やかな更新について
自校のホームページ作成にあたり、ガイドラインに沿った利用をしていただ
くと共に、各校のホームページ管理規程等について見直しをしていただきます
ようお願いします。なお、新しいガイドラインは、教育センターホームページ
（Torikyo-NET ページ）に掲載しています。

研修主事等派遣事業をご利用下さい
研修内容

ネットコモンズ

電子黒板

ＩＣＴを活用した算数授業
（大山町立名和小学校）

校内研修に情報教育課研修主事が講師として出向きます。

EXCEL による成績処理

など、校内の情報化研修や授業 ICT 活用研修

い。
学校現場から要望をお聞きし、各学校のニーズに合った研修を行いますので、情報教育課までご相談ください。

情報教育課
情報社会をたくましく生きぬく人づくり／ ICT を授業に生かせる人づくり

情報教育課 0857-28-2323

