
H31.2.15現在
※１：「ユニット」は、各研修（回）で予定しているグループの数を示しており、1ユニット当たり概ね20人を想定しています。「標準定員」は、ユニット数に20を乗じた人数を示しています（下記「※4」に示す主催事業を除く）。

※２：「コマ数」は、各研修ごとに、講義・演習等90分を１コマとして算出しています。

※３：「大学院単位相当数」は、15コマを2単位として表記しています。

※４：「外国語指導助手研修」、「英語教育海外派遣研修」及び「３．地方公共団体からの委託等により共益的事業として実施する研修」については、予定している受講者数を「ユニット」欄に示しています。

ﾕﾆｯﾄ
(標準定員)
（※１）

6月11日(月) ～ 6月15日(金)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

10月15日(月) ～ 10月19日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

7月30日(月) ～ 8月10日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

9月25日(火) ～ 10月5日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

11月5日(月) ～ 11月16日(金)
７ ﾕﾆｯﾄ
(140人)

2月4日(月) ～ 2月15日(金)
８ﾕﾆｯﾄ
(160人)

5月21日(月) ～ 6月1日(金)
３ﾕﾆｯﾄ
(60人)

6月18日(月) ～ 6月29日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

7月23日(月) ～ 8月3日(金)
１０ ﾕﾆｯﾄ
(200人)

8月13日(月) ～ 8月24日(金)
９ ﾕﾆｯﾄ
(180人)

11月19日(月) ～ 11月30日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

1月15日(火) ～ 1月25日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

8月6日(月) ～ 8月10日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

12月10日(月) ～ 12月14日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

6月4日(月) ～ 6月8日(金)
８ ﾕﾆｯﾄ
(160人)

10月15日(月) ～ 10月19日(金)
５ﾕﾆｯﾄ
(100人)

ﾕﾆｯﾄ
(標準定員)
（※１）

ｺﾏ数
（※２）

大学院
単位相当数
（※３）

開催場所等
表示のないものは、教職員支援機構

つくば本部（茨城県つくば市）で実施。

A日程 8月27日(月) ～ 8月30日(木)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１７．６ｺﾏ ２．３単位

B日程 8月28日(火) ～ 8月31日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１７．６ｺﾏ ２．３単位

C日程 1月7日(月) ～ 1月10日(木)
３ﾕﾆｯﾄ
(60人)

１７．６ｺﾏ ２．３単位

9月10日(月) ～ 9月14日(金)
７ﾕﾆｯﾄ
(140人)

２０ｺﾏ ２．６単位

前期日程 7月2日(月) ～ 7月6日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

２１．６ｺﾏ ２．９単位

後期日程 12月3日(月) ～ 12月5日(水)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１３ｺﾏ １．７単位

6月11日(月) ～ 6月14日(木)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

１６ｺﾏ ２．１単位

中央指導者研修 5月7日(月) ～ 5月11日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

２１ｺﾏ ２．８単位

仙台会場 9月3日(月) ～ 9月6日(木)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

１６ｺﾏ ２．１単位
フォレスト仙台
（宮城県仙台市）

京都会場 5月29日(火) ～ 6月1日(金)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

１６ｺﾏ ２．１単位
京都テルサ
（京都府京都市）

福岡会場 5月15日(火) ～ 5月18日(金)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

１６ｺﾏ ２．１単位
福岡国際会議場
（福岡県福岡市）

管理者用コ－ス 6月19日(火) ～ 6月20日(水)
２ ﾕﾆｯﾄ
(40人)

８.２ｺﾏ １．２単位

6月19日(火) ～ 6月22日(金)
３ ﾕﾆｯﾄ
(60人)

１６.４ｺﾏ ２．２単位

2月27日(水) ～ 3月1日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１２.５ｺﾏ １．７単位
福井県教育総合研究所
（福井県坂井市）

ホテルルポール麹町
（東京都千代田区）

7月30日(月) ～ 7月31日(火)

8月6日(月) ～ 8月7日(火)

8月20日(月) ～ 8月21日(火)

事前研修会 5月7日(月) ～ 5月8日(火)

海外派遣 6月下旬 ～ 9月中旬 英国、米国（計２大学）

事後研修会 11月8日(木) ～ 11月9日(金)

平成30年度 独立行政法人教職員支援機構 研修等事業一覧

研　修　名 開催期日
開催場所等

表示のないものは、教職員支援機構
つくば本部（茨城県つくば市）で実施。

１．各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長、副校長・教頭、中堅教員及び事務職員等に対する学校経営力の育成を目的
とする研修

中堅教員研修

主として高等学校・特別支援学校
の教諭

主として小学校・中学校の教諭

主として小学校の教諭
教職員等中央研修

校長研修
主として小学校・中学校の校長等

主として高等学校・特別支援学校
の校長等

副校長・教頭等研修

小学校・中学校・特別支援学校等
の副校長・教頭、指導主事等

国立オリンピック記念青少年総合センター
（東京都渋谷区）

高等学校・特別支援学校の副校
長・教頭、指導主事等

主として中学校の教諭

小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校の教諭
小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校の教諭

幼稚園・小学校・中学校の副校
長・教頭等、指導主事等
小学校・中学校・高等学校・特別支援
学校の副校長・教頭、指導主事等

　②生徒指導及び教育相談に対応する指導者養成研修

教育相談指導者養成研修

いじめの問題に関する指導者養成研修

生徒指導指導者養成研修
（※インターバル開催）

　③グローバル化に対応する指導者養成研修

三重県総合教育センター
（三重県津市）

小学校における外国語教育指導者養成研修

京王プラザホテル
(東京都新宿区)

【新】次世代リーダー育成研修

研　修　名 開催期日

２．各学校や地域における研修のマネジメントを推進する指導者の養成等を目的とする研修

　①学校のマネジメントを推進する指導者養成研修

事務職員研修
小学校・中学校の事務職員

高等学校・特別支援学校の事務
職員

学校組織マネジメント指導者養成研修

1,600人
（※４）

英語教育海外派遣研修

来日直後オリエンテ－ション（第２次）

4月9日(月)

20人
（※４）

外国人児童生徒等に対する日本語指導指
導者養成研修

日本語指導者用コ－ス

来日直後オリエンテ－ション（４月期）

来日直後オリエンテ－ション（Ａ日程）

来日直後オリエンテ－ション（Ｂ日程）

外国語指導助手研修

カリキュラム・マネジメント指導者養成研修



ﾕﾆｯﾄ
(標準定員)
（※１）

ｺﾏ数
（※２）

大学院
単位相当数
（※３）

開催場所等
表示のないものは、教職員支援機構

つくば本部（茨城県つくば市）で実施。

6月19日(火) ～ 6月22日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１６ｺﾏ ２．１単位

9月18日(火) ～ 9月21日(金)
１０ ﾕﾆｯﾄ
(200人)

１７.５ｺﾏ ２．３単位

10月9日(火) ～ 10月12日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(1２0人)

１６ｺﾏ ２．１単位

7月9日(月) ～ 7月13日(金)
８ ﾕﾆｯﾄ
(160人)

２０.７ｺﾏ ２．７単位

11月27日(火) ～ 11月30日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１６ｺﾏ ２．１単位
秋田県総合教育センター
（秋田県潟上市）

5月14日(月) ～ 5月18日(金)
１０ﾕﾆｯﾄ
(200人)

２２.５ｺﾏ ３．０単位

8月8日(水) ～ 8月10日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
ホテルポールスター札幌
(北海道札幌市)

8月27日(月) ～ 8月29日(水)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
ホテルポートプラザちば
(千葉県千葉市)

7月30日(月) ～ 8月1日(水)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
ボルファートとやま
(富山県富山市)

7月25日(水) ～ 7月27日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
新梅田研修センター
(大阪府大阪市)

8月22日(水) ～ 8月24日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
高知県男女共同参画セン
ター　ソーレ(高知県高知

10月24日(水) ～ 10月26日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１１.５ｺﾏ １．５単位
ホテル自治会館
(鹿児島県鹿児島市)

1月28日(月) ～ 2月1日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

２１.５ｺﾏ ２．９単位

7月17日(火) ～ 7月20日(金)
６ ﾕﾆｯﾄ
(120人)

１７ｺﾏ ２．３単位

第１回 7月2日(月) ～ 7月6日(金)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

２１.２ｺﾏ ２．８単位
パレブラン高志会館
（富山県富山市）

第２回 9月10日(月) ～ 9月14日(金)
４ ﾕﾆｯﾄ
(80人)

２１.２ｺﾏ ２．８単位
パレブラン高志会館
（富山県富山市）

10月31日(水) ～ 11月2日(金)
５ ﾕﾆｯﾄ
(100人)

１０.５ｺﾏ １．４単位

ﾕﾆｯﾄ
(標準定員)
（※１）

農業 8月6日(月) ～8月10日(金)
２０人
（※４）

工業 8月20日(月) ～8月24日(金)
２０人
（※４）

商業 7月30日(月) ～8月3日(金)
４０人
（※４）

家庭 8月6日(月) ～8月9日(木)
２０人
（※４）

看護 8月21日(火) ～8月23日(木)
２０人
（※４）

情報 7月30日(月) ～8月3日(金)
２０人
（※４）

福祉 8月20日(月) ～8月22日(水)
３０人
（※４）

技術・家庭（技術） 7月23日(月) ～7月27日(金)
２０人
（※４）

技術・家庭（家庭） 7月30日(月) ～8月2日(木)
２０人
（※４）

農業 7月30日(月) ～8月3日(金)
２０人
（※４）

工業 8月20日(月) ～8月24日(金)
２０人
（※４）

水産 8月6日(月) ～8月10日(金)
２０人
（※４）

１００人
（※４）

研　修　名 開催期日

言語活動指導者養成研修

　④体力向上及び健康教育上の諸課題に対応する指導者養成研修

健康教育指導者養成研修

食育指導者養成研修

学校安全指導者養成研修

　⑤喫緊の教育課題に対応する指導者養成研修

体力向上マネジメント指導者養成研修

中国・四国ブロック

学校教育の情報化指導者養成研修

人権教育指導者養成研修

幼児教育指導者養成研修

キャリア教育指導者養成研修

九州・沖縄ブロック

開催期日 開催場所等
表示のないものは、つくば中央研修センター（茨城県つくば市）で実施。

アクトシティ浜松研修交流センター（静岡県浜松市）

金沢工業大学（石川県野々市市）

千葉商科大学（千葉県市川市）

6日・9日全国高等学校長協会家庭部会（東京都千代
田区）
7日文化服装学院（東京都渋谷区）
8日東京栄養食糧専門学校（東京都世田谷区）

日本福祉大学東海キャンパス（愛知県東海市）

千葉商科大学（千葉県市川市）

神奈川県立津久井高等学校（神奈川県相模原市）

道徳教育指導者養成研修

中央指導者研修

北海道・東北ブロック

関東・甲信越ブロック

東海・北陸ブロック

近畿ブロック

研　修　名

３．地方公共団体からの委託等により共益的事業として実施する研修（所要経費の全額を派遣者が負担）

産業・情報技術等指
導者養成研修

次期学習指導要領を念頭にした地域振興や地域
資源の活用に資する農業教育の講義と実習

教科「工業」における授業改善に関する講義と演習
～工業科におけるＰＢＬ実践法～

新高等学校学習指導要領を踏まえた教科「商業」
における授業改善に関する講義と実習

社会の変化に対応した衣食住、ヒューマンサービス
等の生活産業に関する講義と実習

保健医療福祉の変化に対応した看護実践力を育
成する授業に関する講義と演習

教科「農業」における教科指導法及び職業
指導等に関する講義と実習

産業教育実習助手研
修

宮城教育大学（仙台市青葉区）

横浜国立大学（横浜市保土ケ谷区）

足利大学（栃木県足利市）

東京海洋大学品川キャンパス（東京都港区）

次期学習指導要領に対応した教科「情報」の授業
改善に関する講義と実習

実践的介護の知識及び技能の向上を図るための講
習　（教員介護知識技能講習）

技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築
する資質・能力の育成を目指した技術分野の指導

技術・家庭科における新学習指導要領に関する講
義と実習

南九州大学都城キャンパス（宮崎県都城市）

産業・理科教育教員派遣研修 大学・研究機関・産業界等通年（原則1年、6か月又は3か月）

教科「工業」及び工業科教育法に関する講
義と実習

教科「水産」及び水産科教育法に関する講
義等



4月19日(木) ～ 4月20日(金)

教職大学院セミナー 4月19日(木) ～ 4月20日(金)

2月21日(木) ～ 2月22日(金)

ＴＫＰ御茶ノ水カンファレンスセンター(東京都千代田区)

9月25日(火) ～ 9月26日(水)

【新】研修企画担当職員研究セミナー 10月24日(水) ～ 10月26日(金)

8月6日(月) ～ 8月8日(水) 鹿児島大学（鹿児島県鹿児島市）

1月28日(月) ～ 1月29日(火) 常葉大学（静岡県静岡市）

タイ国校長等研修 10月10日(水) ～ 10月12日(金)

研　修　名 開催期日 開催場所等
表示のないものは、教職員支援機構つくば本部（茨城県つくば市）で実施。

10月27日(土) 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス（兵庫県神戸市）

校務の業務改善マネジメントセミナー パレブラン高志会館（富山県富山市）

教育長等教育行政幹部職員セミナー

神戸会場

東京会場

福岡会場

11月10日(土)

12月1日(土) 福岡リーセントホテル（福岡県福岡市）

教職大学院・教職員支援機構合同セミナー

8月9日(木)

岐阜県総合教育センター（岐阜県岐阜市）

ピアザ淡海（滋賀県大津市）

徳島県立総合教育センター（徳島県板野町）

福岡県教育センター（福岡県篠栗町）

かごしま県民交流センター（鹿児島県鹿児島市）

8月30日(木) 千葉県総合教育センター（千葉県千葉市）

次世代教育推進
セミナー

「ちばっ子の学び変革」推進セミナー

次世代教育推進セミナー（岐阜会場）

次世代教育推進セミナー（滋賀会場）

次世代教育推進セミナー（徳島会場）

次世代教育推進セミナー（福岡会場）

次世代教育推進セミナー（鹿児島会場）

12月7日(金)

11月22日(木)

10月19日(金)

12月11日(火)

教職大学院教職員研究セミナー

４．セミナー

全国研修担当者セミナー


