香教連新聞

平成２２年６月２２日

号外

【発行の期日

○日 時：７月１０日（土）9:30～
○場 所：香川県青年センター(国分寺青年センター)
（高松市国分寺町国分１００９番地）
○内 容：小学校(現職教諭による、体育・音楽・図工の実技研修)
中学校(香川大山下准教授による、教職教養・専門教養)
養護教諭(大林八重子氏による専門教養)
○日 程： 9:00～ 9:30 受付
9:30～ 9:35 開会行事
9:35～11:50 実技研修(休憩は随時)
11:50～12:00 閉会行事、事務連絡
○準備物：小学校希望者
教室の様子をデッサンしたケント紙、筆記用具、
体操服、ピアノ楽譜 等
中学校希望者
教職教養に関する資料 等
養護教諭希望者
専門教養に関する資料 等
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日
○場
○内
○日

○日
○場
○内
○日

時：７月３１日（土）13:30～
所：サンポートホール高松 ７階第３リハーサル室他
（高松市サンポート２番１号）
容：講義(２次試験対策模擬授業について)
実習(模擬授業)
程：13:00～13:30 受付
13:30～13:35 開会行事
13:35～14:35 講義：２次対策模擬授業について
講師：香川大学准教授
15:00～17:00 模擬授業実習
指導：香川大学准教授・現職教諭
17:00～17:10 閉会行事、事務連絡

時：８月１５日（日）9:30～18:00
所：サンポートホール高松 ７階第３リハーサル室他
（高松市サンポート２番１号）
容：講義(２次試験対策を考える)
実習(模擬授業・個人面接)
程： 9:00～ 9:30 受付
9:30～ 9:40 開会行事
9:40～11:00 講義：２次試験対策について
講師：香川大学准教授
11:00～14:45 模擬授業実習(途中昼食休憩)
15:00～16:00 個人面接実習
16:00～16:35 指導：香川大学准教授・現職教諭
16:35～16:50 閉会行事、事務連絡

○日 時：６月２６日（土）18:30～
○場 所：香川県教育会館
○内 容：学校マネジメント力の向上
○日 程：18:00～18:30 受付
18:30～20:30 講演・演習
「学校マネジメント」に関する内容
○準備物：香川県教育関係職員事務必携、教育小六法 等
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

○日 時：７月２１日（水）19:00～
○場 所：香川県教育会館
○内 容：学校マネジメント力の向上
○日 程：18:00～18:30 受付
18:30～20:30 講演・演習
「学校マネジメント」に関する内容
○準備物：香川県教育関係職員事務必携、教育小六法 等
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

毎月１０日発行】

【平成４年７月２４日第三種郵便物認可】

○日
○会
○講
○演

時：７月２４日（土）
場：高松国際ホテル
師：阪根 健二 鳴門教育大学准教授
題：「学校危機管理を考える」
－児童生徒の規範意識醸成と生徒指導－
○内 容：講演・パネルディスカッション
○日 程：10:00～10:30 受付
10:30～10:50 開会行事
11:00～12:30 講演
13:30～15:00 パネルディスカッション
15:20～17:00 グループ討議
17:00～17:15 閉会行事、事務連絡
18:00～懇親会
○参加人数：20名程度

○日 時：８月７日（土）～８日（日）
出発６日午前中・帰着８日夜(予定)
○会 場：ホテル東日本宇都宮・栃木県教育会館 他
（宇都宮市上大曽町492-1 TEL：028-643-5555）
○大会主題：「生きる力」を育てる質の高い教育の創造
○提案者(※香教連から２名が提案予定です)
発表分科会
①分科会
学校マネジメント
④分科会
特別支援教育
☆記念講演

発表者氏名

勤務校

富永 淳一 主幹教諭

高・栗林小

佐藤 和代 教諭

坂・東部小

タイトル
主幹教諭における
学校マネジメントの実践
特別に支援が必要な児童への
自尊感情を高める支援の在り方

講師：齋藤孝 明治大学文学部教授
○日 程：８月７日 8:30～ 9:00 受付
(土) 9:00～15:00 開会行事(挨拶・基調提案)分科会
16:00～17:30 助言者シンポジウム
18:00～20:00 レセプション
８月８日 8:30～ 9:00 受付
(日) 9:00～10:00 全体会
10:20～11:50 記念講演
11:50～12:10 閉会行事
○参加人数：３０名程度(参加希望と合わせて希望分科会を報告下さい)
設置分科会
分科会名
テーマ
指導者
① 学校マネジメント 学校力を高める組織運営の在り方 千葉大教授 天笠 茂
② 教育課程 新学習指導要領に基づいた教育課程の在り方 鳴教大教授 村川 雅弘
③ 生徒指導 社会性を育む生徒指導体制の在り方 香川大教授 七條 正典
兵教大教授 加藤 明
④ 教科指導 確かな学力を育成する教科指導の在り方
宇都宮大教授 松本 敏
⑤ 特別支援教育 一人一人の発達段階と教育ニーズに応じた特別支援教育 ※特支総研 廣瀬 由美子
⑥ 健康教育 健康について自ら考え実践する児童生徒の育成 女子栄養大教授 三木とみ子
⑦ 心の教育･道徳教育 豊かな人間性を育む心の教育
明星大教授 高橋 史朗
※ 独立行政法人特別支援教育総合研究所 特別支援部総括研究員

○日 時：８月１２日（木）8:30～
○会 場：坂出カントリークラブ
〒762-0024 香川県坂出市府中町 4628-1
TEL 0877(48)3500 FAX 0877(48)3550
○人 数：７組(２８名)
○参加費：8,000円(昼食代及びプレ-中の飲食費は各自精算下さい。)
○申込み：香教連事務局（０８７－８３５－２７２１）

単組名
高 松
丸 亀
坂 出
小 豆
大 川
木 田
直 島
綾 歌
仲 善
三 観

事務局長名
勤務校
事務所【087-835-2789】
山地 浩之
城南小
塩崎 太郎
加茂小
藤田 剛志
星城小
上村 英則
富田小
高重 淳
白山小
藤澤 清正
直島小
近藤 由紀
昭和小
西村 博文
高篠小
横山 浩 大浜 小 事務所【0875-25-0470】

※ 四国ブロック合同研修会
と、全日教連教育研究大会
全国大会の参加希望は、左
記の各単位団体事務局まで
ご連絡ください。

