令和４年度茨城県教育研修センター研究発表会の開催について
この度、令和４年度茨城県教育研修センター研究発表会を下記のとおり開催いたします。
皆様の御参加をお待ち申し上げております。
記
１

趣旨
茨城県教育研修センターにおける研究成果を県内外の教育関係者に向けて発表し、その理解と普
及を図り、本県教育の向上に資する。

２

参加対象
県内の小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の教職員及び
県・市町村教育委員会の職員、就学前教育を担当する教職員、県内大学の大学生・大学院生及び全
国の教育関係者

３
４

開催期日
令和４年８月３日（水）～５日（金）
開催方法
発表ごとに異なります。詳細は、【別紙１】を参照してください。
・集合型
（茨城県教育研修センター 〒309-1722 茨城県笠間市平町1410）
・オンライン（Ｗeb会議システムZoom）

５
⑴

６

⑵

教育の情報化に関する研究発表
児童生徒の情報活用能力を育み、発揮するためのＩＣＴ活用の在り方

⑶

教育相談に関する研究発表
教職員のコミュニケーション能力の向上
－「教職員研修ツール」の開発と実践を通して－

⑷

特別座談会
子どもたちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育
～多様性を理解し認め合う学校を目指して～

申込方法
Google Formsによる申込みです。以下の場所から【別紙２】を取得し、記載のＵＲＬからお申込
みください。
① 学校等に送付した開催案内文書
② 当センターＷebページ「研修講座資料室」
③ 教育情報ネットワーク「文書通知」－「教育研修センター」－「お知らせ」

７

８

テーマ
教科に関する研究発表
「学びに向かう力、人間性等」を涵養する学習指導
（算数・数学、外国語活動・外国語（英語）、音楽、体育・保健体育）

申込期間
令和４年６月１日（水）から令和４年７月11日（月）まで
※申込期間内であっても、発表ごと、定員に達した時点で申込受付を終了します。
留意事項
事前に管理職の承諾を得たうえで申込みいただくよう御周知ください。
申込期間終了後、登録いただいたメールアドレス宛に、事務連絡（Ｗeb会議システムの接続方
法等）を送付します。事務連絡の送付をもって参加決定通知に代えさせていただきます。
⑶ 発表会の録画・録音等の行為は禁止します。
⑷ 資料の取り扱いについては、振り返り、実践及び校内研修等で活用することに差し支えはあり
ませんが、適正な範囲を超えての複製、転載及び転用等の二次利用を行うことを禁止します。
⑴
⑵

９

問い合わせ先
茨城県教育研修センター 企画管理課
Tel：0296-78-3629 E-mail：kyoken@center.ibk.ed.jp

【別紙１】

令和４年度

茨城県教育研修センター

３日(水)・４日(木)・５日(金)

令和４年８月

開催日
開催内容
期日

３

８/
（水）

４

８/
（木）

午前の部（9:30～12:15）

午後の部（13:15～16:00）

※ 各発表の終了時刻は目安となります

※ 各発表の終了時刻は目安となります

受付
9:00
～
9:30

受付
9:00
～
9:30

教育の情報化に関する研究

教育の情報化に関する研究（実習）

集合型（午前からご来所いただき、午後の実習までご参加ください）
オンライン（Zoom）
受付
12:45
～
13:15

教科に関する研究【算数・数学】

受付
13:30
～
14:00

特別座談会（14:00～16:00）

オンライン（Zoom）

教科に関する研究
【外国語活動・外国語（英語）】
オンライン（Zoom）

教育相談に関する研究

オンライン（Zoom）

教育相談に関する研究（ワークショップ）

集合型（午前からご来所いただき、午後のワークショップまでご参加ください）

５

８/
（金）

受付
9:00
～
9:30

オンライン（Zoom）

教科に関する研究【音楽】
オンライン（Zoom）
受付
12:45
～
13:15

教科に関する研究【体育・保健体育】
オンライン（Zoom）

令和４年度
参加者募集

茨城県教育研修センター

研究発表会

開催案内文書【別紙２】記載のURLからお申込みください。

令和４年７月11日（月）

令和４年６月１日（水）より開始

締切

教育の情報化に関する研究

教科に関する研究

＜問い合わせ＞情報教育課

児童生徒の情報活用能力を育み、発揮するための
ＩＣＴ活用の在り方
【講 師】
東京学芸大学 教授

高橋

＜問い合わせ＞教科教育課

0296-78-3211

純

【内 容】
午前の部：研究の概要、実践発表、講師指導
午後の部：実践発表に基づく実習
※ 実習参加希望者は、午前の部から来所い
ただきます。定員になり次第締め切らせて
いただきます。
【発表者】
那珂市立横堀小学校 教諭
川澄 陽子
鹿嶋市立三笠小学校 教諭
塚本 英二郎
北茨城市立中郷中学校 教諭
芳賀 洋介
取手市教育委員会 指導主事
間下 英信
（前任校：取手市立永山中学校）
県立鹿島高等学校 教諭
山口 薫
県立友部特別支援学校 教諭
久山 明子
県立石岡特別支援学校 教諭
富山 比呂志
茨城県教育研修センター 指導主事 谷田部 幸愛
（前任校：古河市立大和田小学校）

0296-78-3213

「学びに向かう力、人間性等」を涵養する学習指導
◇算数・数学
【発表者】
水戸市立千波中学校 主幹教諭 大津 裕明
（前任校：茨城町立長岡小学校）
水戸市立内原小学校 教諭
所 崇之
（前任校：那珂市立第一中学校）
県立下妻第一高等学校 教諭
村松 悠輝
◇外国語活動・外国語（英語）
【発表者】
つくば市立学園の森義務教育学校 教諭 阿部 彩子
鹿行教育事務所 指導主事
仲澤 陽市
（前任校：潮来市立潮来第二中学校 ）
県立水戸商業高等学校 教諭
野田 知子
◇音楽
【発表者】
つくば市立春日義務教育学校 教諭 菊池 康子
那珂市立第四中学校 教諭
市毛 彩子
県立大洗高等学校 教諭
秋葉 桃子
◇体育・保健体育
【発表者】
日立市立宮田小学校 教諭
植田 知行
水戸市立赤塚中学校 教諭
西連寺 太志
県立境高等学校 教諭
間中 大介

教育相談に関する研究
<問い合わせ>教育相談課

0296-78-3219

教職員のコミュニケーション能力の向上
－「教職員研修ツール」の開発と実践を通して－
【内 容】
午前の部：研究の概要、実践発表
午後の部：ワークショップ
※ 各研究協力校で行った研修を体験します。
ワークショップ参加希望者は、午前の部か
ら来所いただきます。申し込みの際は、参
加希望の学校を選択してください。定員に
なり次第締め切らせていただきます。
【発表校】
水戸市立梅が丘小学校 教諭
つくば市立谷田部小学校 教諭
鹿嶋市立鹿島中学校 教諭
古河市立古河第一中学校 教諭
県立神栖高等学校 教諭

特別座談会
＜問い合わせ＞特別支援教育課

子どもたちの可能性を引き出す令和の日本型学校教育
～多様性を理解し認め合う学校を目指して～
【ファシリテーター】
茨城大学人文社会科学部 准教授
【パネラー】
岐阜市立草潤中学校 校長
NPO法人 RAINBOW茨城
当事者会イイトコサガシ 代表
【内

益子
櫻井
青塚
野本
佐藤

友莉華
泰二
裕介
友恵
利恵

0296-78-4437

金丸

隆太

井上 博詞
滑川 友理
冠地 情

容】
インクルーシブ教育の理念のもと、全ての子ども
たちが互いの良さや違いを認め合い、安心して楽し
く通える魅力ある学校づくりを推進するために、子
どもたちの伴走者としての教職員の在り方について
考えます。

