
 
   
       

   
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●講習一覧●                 合計 27３/290（94.１％）        H30.4.18 時点 

 
 

 
3 月 28 日に、東紀州サテライト東紀州教育学舎の改修工事が完成し 

ました。教員免許状更新講習やテレビ会議が行われるミーティングルーム、 
宿泊室、トイレなどの整備が行われ、廊下の床も磨き上げられて美しく 
なりました。皆様のお越しをお待ちいたしております。 

 
この「東紀州教育学舎通信」を今年度も月一回配布する予定 

です。配布先は、三重大学の関係者、東紀州５市町村教育委員

会と大台町・大紀町の教育委員会及び７教育委員会管轄の小学校・中学校・幼稚園、

７市町の首長部局、及び昴学園高校、尾鷲高校、木本高校、紀南高校、くろしお学園

高校、くろしお学園おわせ分校、東紀州教育支援事務所です。 
津市の三重大学教育学部の校舎の前に掲示板がありますが、そこにも大きく拡大

して掲示しております。教育学舎の活動の様子をできるだけ詳しく載せる予定です。 
ご意見ご要望などがありましたら教育学舎までご連絡ください。 

 

開設日 領域 講習名 講師名 申込／定員 履修認定対象職 会場 

6/2(土) 必修 教育の最新事情 16 須曽野 仁志 30/30 人 教諭・養護教

諭・栄養教諭 

紀南高等学校 

 

6/3(日) 選択

必修 

ADHD、自閉スペクトラム症、

学習障害の理解と対応について 

松浦 直己 25/25 人 教諭・養護教

諭・栄養教諭 

東紀州教育学舎 

6/16(土) 選択 障害とは何か 栗田 季佳 25/25 人 教諭・養護教諭 東紀州教育学舎 

6/24(日) 選択 楽しく学ぼう！教育現場での教

養英語 

大野 恵理 20/20 人 教諭・養護教諭 東紀州教育学舎 

7/1(日) 選択 異文化理解を深める授業 永田 成文 1７/20 人 教諭 東紀州教育学舎 

7/21(土) 必修 教育の最新事情 17 須曽野 仁志 30/30 人 教諭・養護教

諭・栄養教諭 

特別支援学校東紀州く

ろしお学園おわせ分校 

7/23(月) 選択 戦国時代から江戸時代への移り

変わりをどう教えるのか 

藤田 達生 11/20 人 教諭 東紀州教育学舎 

7/25(水) 選択

必修 

ICT を活用した楽しい授業 大野 恵理 25/25 人 教諭・養護教

諭・栄養教諭 

東紀州教育学舎 

7/26(木) 選択 東紀州で学ぶ地学 伊藤 信成・ 

栗原 行人 

17/20 人 教諭 

 

東紀州教育学舎 

7/28(土) 選択 はじめてのゲーミング 南 学 23/25 人 教諭 東紀州教育学舎 

8/21(火) 選択 子どもの運動と健康 冨樫 健二 25/25 人 教諭・養護教諭 東紀州教育学舎 

8/23(木) 選択 学校・学級・家族の思い出をま

とめるフォトムービーの制作 

須曽野 仁志・

大野 恵理 

25/25 人 教諭・養護教諭 東紀州教育学舎 

２０１８年４月２３日 

東紀州地域の申込期間が終了しました。多数の申し込みをありがとうございました。受講申込書の提出期限が、

５／１となっています。現在、定員いっぱいとなっている講習でも、キャンセルや受講申込書提出なしで空きがあ

る場合、追加申込を６月開講分は５月８日（火）16:00～、７月開講分は５月 12 日（土）16:00～、８月開講分は６

月７日（木）16:00～から、更新講習システムで受け付けます（Web のみで先着順、津市での講習も同様です）。詳

しくは http://www.mie-u.ac.jp/certificate/H30saibosyuu.pdf や三重大教員免許状更新講習 Web サイト

http://www.mie-u.ac.jp/certificate/をご覧下さい。 
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東紀州教育学舎改修工事完了！！ 

教員免許状更新講習追加申込みについて！ 

 

 

東紀州教育学舎通信♡

三重大キャンパス 



  Moodle「東紀州サテライト For Teachers 英語教育支援」のご案内 
東紀州の教育関係者が、自由に閲覧できる Moodle（ムードル）「東紀州サテライト For Teachers 英語教

育支援」という Web サイトを開設しました。全てのファイル（word、excel、音声ファイル、動画等）はこの

Moodle（ムードル）という Web サイトからアクセスできます。  

 登録方法は、第 6 号に掲載してありますのでご覧ください。 

登録キーは東紀州サテライト edu-hksat@edu.mie-u.ac.jp に問い合わせてください。 

1 人につき 1 つのアカウントを作成してください。授業者や当該学校の協力のもとで、 

関係者のみを対象とした授業実践参考ビデオを提供しています。この授業ビデオや教材 

は、三重大学東紀州サテライトエリアの教職員の研修・学習用、三重大学学生（教職大 

学院生など）の学習用に限定して利用していただくものです。 

アルファベットの書き順プリントやペンマンシップのプリント、フラッシュカード 

なども、アップしています。 

著作権や肖像権のことがありますので、学校外への持ち出しや転送、他の動画サイトへの転載を禁止します。 

くれぐれもご理解の上、ご利用いただきますよう、お願いいたします。 

 
 
 
 

                                

東紀州サテライト東紀州教育学舎                   

〒519-4394  三重県熊野市木本町 1101－4 
三重県立木本高等学校 旧寄宿舎（南風寮）                          
Tel: 0597-89-7015  Fax: 0597-89-7015  
E-mail: edu-hksat@edu.mie-u.ac.jp        
http://www.rscn.mie-u.ac.jp/higashikishu/kyoiku-g/report/index.html 
      

 

 

＜メンバー＞ 

専任教員：大野 恵理  

特任教員：榎本 和能 

萩野  真紀  

兼務教員：須曽野仁志 

 磯野 巧   

市川 俊輔  

トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・南部地域校における教育実習に関する打ち合わせ会議に参加しました。        （2018 年 3 月 6 日） 

・熊野市立新鹿小学校、熊野市教育委員会を訪問し、来年度実施予定の小学校英語の出前 

モデル授業撮影について意見交換を行いました。                            （2018 年 3 月 16 日） 

・熊野市教育委員会、紀州教育支援事務所を訪問し、Moodle「東紀州サテライト For  

Teachers 英語教育支援」の Web サイトへの登録等の説明を行いました。         (2018 年 3 月 19 日） 

・紀宝町、御浜町、尾鷲市、紀北町の各教育委員会を訪問し、Moodle「東紀州サテライト 

For Teachers 英語教育支援」の Web サイトへの登録等の説明を行いました。      （2018 年 3 月 20 日） 

・くろしお学園おわせ分校を訪問し、教員免許状更新講習手続きと意見交換を行いました。 （2018 年 3月 26 日） 

・東紀州サテライト東紀州教育学舎の改修工事が完成しました。             （2018 年 3 月 28 日） 

・熊野市立新鹿小学校を訪問し、小学校外国語出前授業等の打ち合わせ等を行いました。  （2018 年 4 月 3 日） 

・紀南高校を訪問し、教員免許状更新講習手続きと意見交換を行いました。         (2018 年 4月 4 日)  

・熊野市教育委員会を訪問し、教育長と懇談を行いました。                (2018 年 4 月 4 日)  

・木本高校、熊野市立金山小学校、熊野市教育委員会を訪問し、意見交換を行いました。   (2018 年 4 月 10 日) 

・熊野市立新鹿小学校で、外国語の出前授業を行いました。          (2018 年 4月 16 日・4 月 17 日) 

・熊野市立金山小学校で、外国語の出前授業を行いました。               （2018 年 4月 18 日) 

○御浜小学校より出前授業の感想をいただきました→→→大野先生の出前授業で、英語の

授業の流れをつかむことができました。音声教材や視覚教材をうまく組み合わせ、スモールステップで今日

の学習を子どもたちに確実に理解させ、あっという間に英語好きにしてくれました。教師にも、これから子ど

もたちと一緒に英語を楽しみながら授業していこうというやる気が沸きました。(矢賀教頭先生(2017 年度))

○ 

熊野市立金山小学校↓  
＊東紀州教育学舎のメールが新しくなりました。

 

 

＊プログラミング学習や外国語活動の出前授業などお気軽に、ご連絡・ご相談ください。 


