
平成２９年度 初任者研修に係る校外研修「宿泊研修」（全）実施要項 

 

１ 目 的  目的を明確にした自然体験活動等の基礎的知識の習得及び校種別の教育課題解決に係る講義・演習・

研究協議等を通して、実践的指導力の向上を図るとともに、研修者相互の連帯感や信頼感を深める。 

 

２ 主 催  大分県教育委員会 

 

３ 期 日  平成２９年８月１日（火）～８月３日（木） ２泊３日 

 

４ 会 場  九重青少年の家 

        〒８７９－４９１１ 玖珠郡九重町大字田野２０４の４７ 

       【ＴＥＬ】０９７３－７９－３１１４  

【ＦＡＸ】０９７３－７９－３１１５ 

 

５ 対 象  平成２９年度初任者研修対象教諭（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）２０７名 

 

６ 日 程 

 

【８月１日（火）】 

 

時 間 内   容 場 所 

9:00～10:00 受付   プレイホール 

10:00～10:40 開会行事  主催者あいさつ、日程連絡等 プレイホール 

10:50～11:40 研修１ 
 説明「宿泊体験活動等における指導者としての心構え」① 

 ＜説明者＞ 大分県教育センター指導主事    
プレイホール 

11:40～12:00 移動 荷物等の移動・寝具等の受取 宿泊室 

12:00～13:30 昼食  昼食・休憩 食堂 

13:30～14:50 研修２ 
講義・演習「宿泊体験活動等における指導者としての心構え」② 

 ＜講師＞ 大分県教育センター指導主事     
プレイホール 

14:50～15:30 休憩 休憩・移動  

15:30～17:15 研修３ 

 実習「野外炊飯」 

 ＜助言者＞ 九重青少年の家職員 

大分県教育センター指導主事 

キャンプ場 

17:15～19:00 夕食  ※片づけを含む キャンプ場 

19:00～21:00 入浴   浴室 

22:30～ 就寝 宿泊室泊 宿泊室 

 

※ 開会行事から、運動のできる服装（ジャージ可、ジーンズ不可）で参加してください。 

 

 

  



【８月２日（水）】…小雨決行（荒天時は別プログラムにより実施） 

 

時 間 内   容 場 所 

6:30 起床  洗面、荷物整理、活動準備等  

7:00～ 朝食  食堂 

7:30～ 移動準備 移動、活動準備  

8:00～10:50 研修４ 

 実習「トレッキング体験」 

＜助言者＞九重青少年の家職員  

大分県教育センター指導主事    

プレイホール等 

10:50～11:00 休憩 休憩・移動  

11:00～12:00 研修５ 

講義・研究協議「自然体験活動の教育的意義とその実際」 

＜講師・助言者＞九重青少年の家職員  

大分県教育センター指導主事   

プレイホール 

12:00～13:30 昼食 昼食・休憩 食堂 

13:30～17:15 研修６ 

 講義・演習・研究協議（小・中校種別分散会） 

「道徳の時間の授業づくり」 

＜講師・助言者＞ 大分県教育センター指導主事     

        大分県教育センター指導主事     

 

 

小）プレイホール 

中）スタードーム 

講義・研究協議（高） 

「『人間関係づくりのプログラム』の活用」 

＜講師・助言者＞大分県教育センター指導主事     

        大分県教育センター指導主事      

 

ふれあい広場 

講義・研究協議（特・特級合同） 

「自然体験活動モデルプログラムの作成」 

＜講師・助言者＞大分県教育センター指導主事         

大分県教育センター指導主事     

研修室 

17:30～19:00 夕食  食堂 

19:00～21:00 入浴  浴室 

22:30～ 就寝  宿泊室泊 宿泊室 

 

 

  



【８月３日（木）】 

 

時 間 内   容 場 所 

6:30 起床  洗面、部屋の清掃及び整理  

7:00～ 朝食  食堂 

8:00～ 荷物移動  プレイホール 

8:00～8:50 退所点検  施設職員による部屋点検 宿泊室 

8:50～12:00 研修７ 

 発表・研究協議（小、中校種別分散会） 

「道徳の時間の模擬授業」① 

＜助言者＞県教育センター指導主事       

     県教育センター指導主事       

 

 

小）プレイホール 

中）スタードーム 

演習（高） 

「教育合宿の実施細案づくり」 

＜助言者＞県教育センター指導主事       

 

談話室 

講義・演習・研究協議（特・特級合同） 

「各種検査技法とその活用」 

「応用行動分析に基づいた指導の進め方」 

「ＡＢＣ分析に基づいた指導方法の検討」① 

＜講師・助言者＞県教育センター指導主事    

        県教育センター指導主事    

研修室 

12:00～13:30 昼食  昼食・休憩 食堂 

13:30～14:40 研修８ 

発表・研究協議（小・中合同） 

「道徳の時間の模擬授業」② 

＜助言者＞県教育センター指導主事       

     県教育センター指導主事       

プレイホール 

発表・研究協議（高） 

「教育合宿の実施細案の発表」 

＜助言者＞県教育センター指導主事       

 

談話室 

講義・演習・研究協議（特・特級合同） 

「ＡＢＣ分析に基づいた指導方法の検討」②  

＜講師・助言者＞県教育センター指導主事    

        県教育センター指導主事    

研修室 

15:10～15:30 閉会行事 講評、連絡等 プレイホール 

 

  



７ その他 

（１）準備物について 

 ①生活に必要なもの 

 

 ②研修に必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本研修会の参加経費（６，４１０円）を研修初日の受付時に徴収します。 

封筒(使用済み可)に、学校名、初任研の受講番号、氏名、金額、を記入し、つり銭の無いように上記経費を

入れて提出願います。 

     【内訳】 

①宿泊に伴う経費：２，８９０円 

           （内訳）・使用料        ２，５００円（＠１，２５０×２泊） 

         ・シーツクリーニング代   １９０円 

               ・入湯税          ２００円（＠１００×２泊） 

②食 費：３，５２０円 

（内訳）・朝食     ７８０円（＠３９０×２回） 

         ・昼食   １，５６０円（＠５２０×３回） 

         ・夕食   １，１８０円（＠７００＋＠４８０［野外炊飯材料費］） 

 

 

 

 

（３）天候の状況等により、プログラムを変更することがあります。 

 

（４）病気等の理由により出席できない場合は、協議の上、所定の手続を行ってください。 

   （「平成２９年度教職員研修計画」の６３ページ参照 ） 

 

【研修に共通して必要な物】 

□筆記用具  □運動ができる服  □上履き（体育館シューズ等）  □名札（首からさげるタイプのもの） 

□バインダー（Ａ４サイズが挟める大きさ）  □靴を入れるためのポリ袋 
  

【トレッキングに必要な物】（服装は体操服上下でも可、上着は長袖、軍手が必要） 

□長袖シャツ※１ □軍手※１ □長ズボン※１（ジーンズは不可） □厚手の靴下※１  □帽子 

□運動靴（底が厚いもの）またはトレッキングシューズ（登山靴） 

□雨合羽（上下セパレートタイプで丈夫なものを推奨） 

□防寒具（ウインドブレーカー等）    □敷物（レジャーマット） 

 □500mLペットボトル飲料水１本以上（水・スポーツドリンク等；水筒可） 

 □ごみ袋                   ※１ 化学繊維かウールのものが望ましい 

 

【野外炊飯に必要な物】 

□食器（カレー皿、スプーン、コップ；いずれも発砲スチロール製は不可、紙製・プラスチック製は可） 

□軍手   □ふきん１枚 

 

【必要に応じて準備する物】 

□虫除けスプレー □日焼け止めクリーム □履き替え用の運動靴（雨天が予想される場合） 

□水筒       □その他研修に必要と判断される物 

 

【小・中学校受講者に必要な物】 

 □「私たちの道徳」（小・中）   □「私たちの道徳 活用のための指導資料」（小・中） 

 □所属校の「道徳教育の全体計画」１部（小・中） 

□洗面用具、着替え   □健康保険証   □タオル   □傘、常備薬、懐中電灯   等 

※ 天候により野外炊飯が実施できない場合は、上記の野外炊飯材料費に加え、食堂による調理代 

３００円が必要となります。その際は別途徴収しますので、あらかじめご了解ください。 



（５）台風等のため、研修を中止する場合は、平成２９年７月３１日（月）の正午以降に大分県教育センターホー

ムページに掲載するので、天候が危ぶまれるときは留意ください。 

 

    ※ 大分県教育センター ホームページアドレス 

http://kyouiku.oita-ed.jp/edu-c/ 

８ 問い合わせ先 

大分県教育センター 教科研修部（直通） 

      （ＴＥＬ） ０９７－５６９－０２２７  （ＦＡＸ） ０９７－５６７－２４２５ 

九重青少年の家 

      （ＴＥＬ） ０９７３－７９－３１１４  （ＦＡＸ） ０９７３－７９－３１１５ 

 

９ 交通の案内 

九重青少年の家 ホームページアドレス から 

「交通のご案内」を参照ください。   http://kyouiku.oita-ed.jp/kokonoe/index.html  

 

（１）留意点 ①災害や工事等のため、道路によっては「全面通行止」等、規制されている場合がありますの

で、「大分県道路規制情報提供サービス（カメラ情報）」のホームページから事前に、         

道路規制等の最新の情報を参照ください。 

http://dourokisei.pref.oita.jp/ 

②古い地図等で旧九重町立飯田中学校の位置は、現在は「九重町立ここのえ飯田こども園」と

なっています。 

 

（２）九重青少年の家 駐車場 

○駐車場は、九重青少年の家プレイホール南側芝生広場（第二営火場）並びに第二駐車場を使用します。

広くないので、奥から順につめて駐車してください。 

○担当の指示に従って駐車をお願いします。 


