
　３月 ２７日 （第３３期）後期研究教員修了式

　３月 ２６日 （第３４期）入所前研修　講師：田場勝

　３月 １６日 標準学力検査活用研修会（小3･5、中1）

　３月 　６日 (第３２期)後期研究教員、教科研究員（算数・数学）「研究成果報告会」

　２月 ２０日 若葉製作体験活動　カラーセラピー　講師：玉城みさえ

　２月 　９日 市基礎学力再検査（小全学年、算）（中1・2、数）

　２月 　５日 基礎講座Ⅳ　講師：ヘルプデスク

１２月 １８日 （第３２期）後期・研究教員「中間報告会」

１２月 　３日 市基礎学力検査（小全学年、国・算）（中1・2、国・数・英）

１１月 １０日 若葉製作体験活動　竹細工　講師：佐喜真学

１１月 　６日 （第３２期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０月 ３０日 若葉ミニコンサート　引き語り：宮国泰斗

１０月 ３０日 基礎講座Ⅲ　講師：ヘルプデスク

１０月 １６日 基礎講座Ⅱ　講師：所長　長崎光義

１０月 １５日 （第３３期）後期・研究教員「入所式」（幼稚園1名、小学校１名）

１０月 　３日 （第３２期）前期・研究教員修了式

１０月 　３日 基礎講座Ⅰ　講師：総合センター

　９月 ２５日 基礎講座Ⅴ　講師：ヘルプデスク

　９月 １８日 （第３２期）前期・研究教員「研究成果報告会」

　８月 　６日 基礎講座Ⅳ　講師：ヘルプデスク

　８月 　４日 eライブラリ学習ソフトバージョンアップ（家庭学習機能）

　８月 　４日 メンタルへルス研修会　講師：與那嶺真紀

　７月 ３１日 臨時的任用教職員研修会　講師：玉城時子

　７月 ２８日 初任者研修会（情報教育）　講師：ヘルプデスク

　７月 ２８日 若葉製作体験学習　紅型　講師：安里和雄

　７月 ２５日 10年経験者研修会（情報教育）　講師：ヘルプデスク

　７月 ２２日 情報教育スキルアップ研修会・8/1まで（8講座）OCCへ委託

　７月 ２１日 小・中学校PC入替（226台）、プリンタ(84台）　夏期休暇期間

　６月 １７日 知能検査活用研修会（小3・5、中1）

　６月 １６日 （第３２期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６月 １０日 琉球大学教育学部連携協力事業第1回推進会議　年4回実施

　５月 １６日 メンタルへルス研修会　講師：與那嶺真紀

　５月 １５日 生徒理解調査結果研修会（小５・ステップ調査）

　５月 １３日 生徒理解調査結果研修会（中２・マルチ調査）

　５月 　２日 （第３２期）前期・研究教員「テーマ検討会」

　５月 　１日 教科研究会（算数・数学）辞令交付式

　４月 ２２日 管理職研修会　講師：池宮城紀夫

　４月 １７日 臨時的任用教職員研修会　講師：玉城時子

　４月 　３日 基礎講座Ⅲ　講師：総合教育センター

　４月 　２日 基礎講座Ⅱ　講師：ヘルプデスク

　４月 　２日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　長崎光義

　４月 　２日 （第３２期）前期・研究教員「入所式」（小学校１名）

　４月 　２日 青少年相談室を青少年サポートセンターへ移管

平成20年度　４月 　１日 市立幼稚園・小・中学校2学期制の施行

教育研究所（はごろも学習センター）沿革



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３
月

２８日 (第３１期)後期・研究教員「修了式」
　３

月
２７日 (第３３期)入所前研修　講師：田場勝

　３
月

１１日 基礎講座Ⅴ　講師：ヘルプデスク

　３
月

　６日 (第３１期)後期・研究教員「研究成果報告会」

　２
月

　６日 はごろも学習センター運営委員会

　２
月

２８日 若葉体験学習カラーセラピー体験学習　講師：玉城みさえ

　２
月

１８日 職員研修（コラージュ）講師：上原シゲ子

　２
月

　８日 教育研究所教育講演会　講師：稲田隆司

　２
月

　４日 家庭教育支援講演会　講師：長田清

　１
月

　４日 基礎講座Ⅳ　講師：ヘルプデスク

１２
月

１４日 若葉・相談室アロマセラピー体験学習　講師：玉城みさえ

１２
月

１３日 （第３１期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１２
月

１０日 相談室野外体験石川自然の家登山　講師：新城和治

１１
月

１５日 10年目教職員数学授業研究会　講師：田場勝

１１
月

１２日 若葉・相談室カラーセラピー体験学習　講師：内間真理子

１０
月

２５日 （第３１期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０
月

１７日 10年経験研修会（算数）　講師：田場勝

１０
月

　９日 基礎講座Ⅲ　講師：ヘルプデスク

１０
月

　４日 基礎講座Ⅱ　講師：所長　長崎光義

１０
月

　３日 基礎講座Ⅰ　講師：田場勝

１０
月

　１日 （第３１期）後期・研究教員「入所式」（小学校2名・中学校１名）

　９
月

２７日 （第３０期）前期・研究教員「修了式」

　９
月

２６日 若葉・相談室スーパーバイズ　講師：金城孝次

　９
月

１３日 基礎講座Ⅴ　講師：ヘルプデスク

　９
月

１１日 （第３０期）前期・研究教員「研究成果報告会」

　９
月

１０日 宜野湾中インストラクター派遣10／3まで

　９
月

　６日 若葉教室制作活動「紅型」講師：安里和雄

　８
月

２４日 市立小中学校臨時的任用教職員研修会 講師：島崎和枝 他市内11
名、市外6名教諭　８

月
１６日 養護教諭研修会　講師：ヘルプデスク

　８
月

１４日 学校等管理職研修会　講師：大城章

　８
月

　３日 基礎講座Ⅳ　講師：ヘルプデスク

　７
月

３０日 10年経験者研修会（情報教育）　講師：ヘルプデスク

　７月 ２５日 初任者研修会（情報教育）　講師：ヘルプデスク

・パワーポイント研修・デジカメ操作研修・ホームページ作成、eライ
ブラリ）８講座（・パソコン入門 ・ワード活用編・エクセル初級・エクセル
活用　７月 ２４日 情報教育スキルアップ研修会 ～8／3 講師：（株）OCC、（株）ライ
ンズ　７月 ２３日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子　8／4まで

　６月 ３０日 （第３０期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６月 ２５日 嘉数小学校情報インストラクター派遣７／６まで

　６月 ２０日 マルチ・ステップ検査活用研修会

　６月 １７日 図書館司書研修会　講師：ヘルプデスク

　４月 ２７日 （第３０期）前期・研究教員「テーマ検討会」

　４月 １２日 基礎講座Ⅲ　講師：ヘルプデスク

　４月 １１日 基礎講座Ⅱ　講師：所長　長崎光義

　４月 　５日 基礎講座Ⅰ　講師：田場勝

　４月 　２日 （第３０期）前期・研究教員「入所式」（小学校１名､幼稚園１名）

　４月 　２日 情報教育ヘルプデスクIT推進室へ移管

平成19年度 　４月 　１日 青少年サポートセンター設置に伴う準備室の分離



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３
月

２８日 (第２９期)後期・研究教員「修了式」
　３
月

２日 はごろも学習センター教育講演会　講師：加藤明
　３
月

１日 (第２９期)後期・研究教員「研究成果報告会」
　２
月

２８日 若葉制作活動「アロマセラピー」　講師：玉城みさえ
　２
月

８日 家庭教育支援講演会　講師：上原シゲ子
　１
月

２９日 相談室「カラーセラピー体験」講師：内間真理子
　２
月

２６日 ＨＳＮ会議講演会　講師：喜瀬乗進
１２
月

２２日 若葉制作活動「ケーキ作り」　講師：有村猛虎
１２
月

１９日 若葉・相談室スーパーバイズ　講師：金城孝次
１２
月

１８日 若葉制作活動「書道」　講師：知念光江
１２
月

１５日 （第２９期）後期・研究教員「研究中間報告会」
１２
月

１日 青少年サポートセンターシンポジウム
１１
月

１５日 若葉制作活動「陶芸」　講師：当山粮
１１
月

２日 eライブラリ活用講師派遣（普天間小5回・大山小10回・真志喜中3回）
１０
月

２７日 （第２９期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」
１０
月

２５日 家庭支援講演会　講師：稲葉律子
１０
月

１１日 基礎講座Ⅲ　講師：所長　長崎光義
１０
月

１０日 基礎講座Ⅱ　講師：小谷良太郎
１０
月

４日 基礎講座Ⅰ　講師：上原等
１０
月

２日 （第２９期）後期・研究教員「入所式」（小学校2名・幼稚園1名）
　９
月

２７日 （第２８期）前期・研究教員「修了式」
　９
月

２６日 若葉・相談室スーパーバイズ　講師：金城孝次
　９
月

２６日 若葉教室制作活動「紅型」講師：安里和雄
　９
月

６日 （第２８期）前期・研究教員「研究成果報告会」
　８
月

２５日 市立小中学校臨時的任用教職員研修会　講師：玉城時子
　８
月

２４日 10年経験者研修会（情報教育）　講師：小谷良太郎
　８
月

１５日 養護教諭研修会　講師：小谷良太郎
　８
月

１４日 学校等管理職研修会　講師：平田幹夫
　８
月

３日 幼稚園教諭情報教育研修会　講師：小谷良太郎

・パワーポイント研修・デジカメ操作研修・ホームページ作成）

7講座（・パソコン入門　・ワード活用編・エクセル初級・エクセル活用
　７
月

２５日 情報教育スキルアップ研修会　～8／22　講師：（株）OCC
　７
月

２４日 初任者研修会（情報教育）　講師：小谷良太郎
　７
月

２１日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子
　７
月

１３日 図書館司書研修会　講師：小谷良太郎
　６
月

２２日 マルチ・ステップ検査活用研修会
　５
月

２日 （第２８期）前期・研究教員「研究中間報告会」
　４
月

２８日 （第２８期）前期・研究教員「テーマ検討会」
　４
月

１３日 基礎講座Ⅲ　講師：所長　長崎光義
　４
月

１２日 基礎講座Ⅱ　講師：小谷良太郎
　４
月

〃 基礎講座Ⅰ　講師：上原等
　４
月

６日 夜間街頭巡回指導員辞令交付式（火・金・土）
　４
月

３日 （第２８期）前期・研究教員「入所式」（小学校１名､中学校１名）
　４
月

３日 青少年サポートセンター準備室設置　　研究主幹：島袋常次郎へ委嘱

平成18年度 　４
月

１日 十代所長　長崎光義へ委嘱



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３
月

２９日 (２７期)後期・研究教員「修了式」
　３
月

２日 学習センター研究成果報告会

(２７期)後期・研究教員「研究成果報告会」
　２
月

２３日 学習センター宿泊学習

　２
月

２１日 学習センター運営委員会

　１
月

２５日 家庭教育支援講演会　講師：長田清

１２
月

１６日 （第２７期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１２
月

６日 市内文化財巡り　講師：文化課

１１
月

２２日 若葉・相談室スーパーバイズ　講師：金城孝次

１０
月

２８日 （第２７期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０
月

１１日 基礎講座Ⅱ　講師：小谷良太郎

１０
月

５日 基礎講座Ⅰ　講師：上原等

１０
月

３日 （第２７期）後期・研究教員「入所式」（中学校２名）

　９
月

３０日 （第２６期）前期・研究教員「修了式」

　９
月

２２日 研究教員所外研修(国際センター、県立公文書館)

　９
月

１６日 家庭教育支援講演会　講師：永山盛信

　９
月

１２日 （第２６期）前期・研究教員「研究成果報告会」

　８
月

３１日 エクセルソフト活用研修会(１回)、Ｗebメール研修会(１回)

　８
月

２６日 第１回宜野湾市立小中学校臨時的任用教職員研修会

　８
月

１６日 第１回宜野湾市立学校、園経営研修会　講師：青山喜佐子

　８
月

１５日 第１回宜野湾市教職員メンタルヘルス研修会　講師：古川卓

　８
月

１０日 日本語講座閉校式　講師：辺土名淳子

　８
月

３日 幼稚園教諭情報教育研修会　講師：小谷良太郎

　７
月

２７日 若葉・相談室スーパーバイズ　講師：金城孝次

　７
月

２４日 ホームページ作成研修会(10回)、校内ＬＡＮ活用研修会(４回)

パワーポイントソフト活用研修会(４回)、eライブラリー研修会(１回)

　７
月

２１日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子

　７
月

１５日 図書館司書研修会

　６
月

３０日 （第２６期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６
月

２５日 マルチ・ステップ検査活用研修会

　５
月

９日 学習センター運営委員会 我謝達美の後任として仲本賢輝、酒井喜美
代の後任として白玉精伸を委任　４

月
２８日 （第２６期）前期・研究教員「テーマ検討会」

　４
月

１９日 基礎講座Ⅱ　講師：小谷良太郎

　４
月

１２日 基礎講座Ⅰ　講師：上原等

　４
月

４日 （第２６期）前期・研究教員「入所式」（幼稚園１名､小学校１名､中
学校１名）　４

月
１日 九代所長：玉城勝秀、主事：大城孝之発令

　４
月

１日 （第２６期）前期・研究教員入所（幼稚園１名､小学校１名､中学校１
名）　４

月
１日 適応指導教室特別実務研修員として宮城守を受け入れ

　４
月

１日 適応指導教室指導員に草野一成、山本恵子、上江洲美香を委嘱（非常
勤）　４

月
１日 青少年教育相談員に伊佐順子、瀬名波光子、田仲美香（非常勤）

　４
月

１日 青少年教育指導員に玉城道吉、比嘉愛、森山紹を委嘱（非常勤）

　４
月

１日 ＳＳＮ整備事業で青少年教育相談員に下地シゲ子を委嘱（非常勤）

平成17年
度

　４
月

１日 スクールカウンセラーに渡嘉敷あゆみ、義田順子を委嘱



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３月 ２５日 （第２５期）後期・研究教員「研究成果報告会」「修了式」

　２月 ２３日 学習センター研究成果報告会

　２月 ２１日 学習センター宿泊学習

　２月 ２１日 学習センター運営委員会 運営委員に伊波義雄、島袋常次郎、高江洲
義勝、        玉城宏、高良謙二、我謝達美を委嘱　２月 １０日 適応指導教室研究協力委員会

　１月 ２５日 家庭教育支援講演会　講師：上原シゲ子

　１月 １７日 若葉カウンセリング研修会

１２月 １７日 （第２５期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１２月 　８日 基礎講座Ⅳ　講師：上原等

１２月 　６日 市内文化財巡り　講師：文化課

１１月 １９日 学級経営研修会

１１月 　８日 教育相談研修会

１１月 　１日 所外研修Ⅰ

１０月 ２７日 （第２５期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０月 ２７日 学習センター運営委員会 安里昌次郎の後任として仲村進，煤孫秀美
の後任        として  酒井喜美子を委任１０月 １８日 基礎講座Ⅲ　講師：所長　宮城茂雄

１０月 １２日 基礎講座Ⅱ　講師：小谷良太郎

１０月 　６日 基礎講座Ⅰ　講師：上原等

１０月 　５日 （第２５期）後期・研究教員「入所式」（小学校３名、中学校１名）

　９月 ２２日 （第２４期）前期・研究教員「研究成果報告会」「修了式」

　９月 １５日 家庭教育支援講演会　講師：上原シゲ子

　９月 １３日 養護教諭研修会　講師：下地シゲ子

　８月 １６日 日本語講座閉講式　講師：辺土名淳子

　８月 　４日 基礎講座Ⅳ　講師：上原等

　７月 ２８日 幼稚園教諭情報教育研修会　講師：小谷良太郎

　７月 ２１日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子

　７月 　９日 市内文化財巡り　講師：文化課

　７月 　５日 学級経営研修会

　６月 ３０日 所外研修Ⅰ

　６月 ２８日 基礎講座Ⅲ　講師：又吉千賀子

　６月 ２５日 マルチ・ステップ検査活用研修会

　６月 １８日 （第２４期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　５月 １３日 基礎講座Ⅱ　講師：上原等

　４月 ２２日 （第２４期）前期・研究教員「テーマ検討会」

　４月 １９日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　宮城茂雄

　４月 　２日 （第２４期）前期・研究教員「入所式」（幼稚園２名）
平成16年
度

　４月 　１日 八代所長：宮城茂雄、係長：宮城邦男、指導主事：上原等発令

　４月 　１日 （第２４期）前期・研究教員入所（幼稚園２名）

　４月 　１日 適応指導教室特別実務研修員として西俣尚志を受け入れ

　４月 　１日 適応指導教室指導員に玉城道吉、島袋惠子、上江洲美香を委嘱（非常
勤）　４月 　１日 青少年教育相談員に下地シゲ子、仲宗根節子、伊佐順子、小野文子

　４月 　１日 青少年教育指導員に草野一成、比嘉愛、森山紹を委嘱（非常勤）

　４月 　１日 スクールカウンセラーに渡嘉敷あゆみを委嘱



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３月 ２９日 （第23期）後期・研究教員「終了式」

　３月 ２６日 （第23期）後期・研究教員「研究成果報告会」

　３月 １２日 学習センター研究成果報告会

　２月 １３日 第２回学習センター運営委員会

１２月 ２７日 基礎講座Ⅲ

１２月 １８日 （第23期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１２月 １０日 基礎講座Ⅱ　講師：山内たづみ

１２月 　８日 市内文化財巡り　講師：新垣英司

１１月 ２２日 専修免許認定公開講座（教材開発特論）講師：新垣英司 11/22～

11/23１０月 ２７日 養護教諭研修会

１０月 ２３日 （第23期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０月 １８日 専修免許認定公開講座（教材開発特論）講師：新垣英司 10/18～

10/19１０月 １６日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　宮城勇孝

１０月 １０日 情報処理研修会

１０月 　１日 （第23期）後期・研究教員「入所式」

　９月 ２４日 （第23期）後期・研究教員「研究成果報告会」・「終了式」

　９月 ２４日 SSN整備事業で青少年相談指導員に草野一成を委嘱（非常勤）

　９月 　１日 青少年教育相談員の小原俊和の後任に安里優子を委嘱（非常勤）

　８月１８日日 専修免許認定公開講座（教育情報論）講師：新垣英司　8/18～8/21

　８月 １４日 図書館司書研修会

　８月 １０日 専修免許認定公開講座（学校経営学特論）講師：新垣英司　8/10～8/13

　８月 　７日 専修免許認定公開講座（進路指導特論）講師：新垣英司　8/7～8/8

　８月 　５日 幼稚園教諭情報教育研修会

　８月 　４日 基礎講座Ⅲ

　７月 ３１日 専修免許認定公開講座（進路指導特論）講師：新垣英司7/31～8/1

　７月 ２２日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子　7/22～8/19

　７月 １９日 専修免許認定公開講座（教育法法学特論）講師：新垣英司　7/19～7/20

　７月 １７日 基礎講座Ⅱ　講師：新垣英司

　７月 １２日 専修免許認定公開講座（教育法法学特論）講師：新垣英司　7/12～7/13

　７月 　５日 専修免許認定公開講座（学校カウンセリング特論）講師：新垣英司
～7/6　７月 　４日 学級経営研修会

　７月 　１日 SSN整備事業で青少年相談指導員に西原洋子を委嘱（非常勤）

　６月 ２１日 専修免許認定公開講座（学校カウンセリング特論）講師：新垣英司～
6/22　６月 １９日 （第22期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６月 １６日 市内文化財巡り　講師：文化課

　　　仲村春盛の後任として我謝達美を委任

　５月 １６日 第１回学習センター運営委員会　運営委員長に伊波義雄，

　４月 ２４日 （第22期）前期・研究教員「研究テーマ検討会」

　４月 １８日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　宮城勇孝

　４月 　２日 （第22期）前期・研究教員「入所式」
平成15年
度

　４月 　１日 （第22期）前期・研究教員入所（小学校２名、中学校１名）

　４月 　１日 適応指導教室特別実務研修員として高里聡を受け入れ

　４月 　１日 適応指導教室指導員に島袋恵子、玉城道吉、福里明美を委嘱（非常
勤）　４月 　１日 青少年教育相談員に新城秋子、小原俊和、江崎華子、山本惠子

　４月 　１日 青少年相談指導員に比嘉愛、外間吉野を委嘱（非常勤）



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３月 ２８日 主査：比嘉茂春，事務職員：池田愛土発令

　３月 ２５日 （第21期）後期・研究教員「修了式」

　３月 ２５日 （第21期）後期・研究教員「研究成果報告会」

　３月 　７日 学習センター運営委員会　運営委員に安里昌次郎、仲村春盛を委任、

　　　煤孫秀美、高江洲善勝、島袋常次郎、玉城宏、高良謙二を委嘱

　２月 ２５日 若葉研究成果報告会

　２月 　３日 基礎講座Ⅳ　講師：新垣英司

　１月 ２７日 基礎講座Ⅲ　講師：大城政之

　１月 １０日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

１２月 １９日 （第21期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１１月 １１日 教育相談研修会

１０月 ２９日 養護教諭研修会　講師：OCC

１０月 ２４日 基礎講座Ⅱ　講師：漢那孝子

１０月 ２３日 （第21期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０月 １８日 情報処理研修会

１０月 １６日 基礎講座Ⅰ　講師：宮城勇孝

１０月 １５日 若葉カウンセリング研修会

１０月 １１日 情報処理研修会　講師：新垣英司

１０月 　１日 （第21期）後期・研究教員「入所式」

　８月 ２７日 （第20期）前期・研究教員「修了式」

　８月 ２４日 （第20期）前期・研究教員「研究成果報告会」

　８月 　２日 はごろも学習センター開所式

　８月 　１日 はごろも学習センター設置条例施行(青少年教育相談室を設置)平成12
年規則第2号廃止　８月 ２３日 情報処理研修会　講師：安和良盛

　８月 １８日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 １７日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　４日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　３日 基礎講座Ⅳ

　８月 　３日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　１日 図書館司書研修会　講師：安和良盛

　７月 ３１日 （新施設）はごろも学習センター引渡し

　７月 ２８日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　７月 ２７日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　７月 ２２日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子

　７月 １７日 基礎講座Ⅲ

　７月 １４日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　７月 １３日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　７月 １１日 図書館司書研修会　講師：安和良盛

　７月 　４日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

　６月 ２４日 第１回適応指導教室研究協力委員会

　６月 ２３日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　６月 ２２日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　６月 ２０日 （第20期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６月 １９日 マルチ・ステップ活用研修会

　６月 １７日 市内文化財めぐり　講師：文化課

　６月 　９日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　６月 　８日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　５月 １６日 第１回教育研究所運営委員会　運営委員長に安里昌次郎、他5名委嘱



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　４月 ２５日 基礎講座Ⅱ　講師：新垣英司

　４月 ２４日 （第20期）前期・研究教員「研究テーマ検討会」

　４月 １９日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　宮城勇孝

　４月 １２日 情報処理研修会　講師：新垣英司

　４月 　２日 （第20期）前期・研究教員「入所式」
平成14年
度

　４月 　１日 七代所長：宮城勇孝発令

　４月 　１日 （第20期）前期・研究教員入所（小学校１名、中学校２名）

　４月 　１日 適応指導教室特別実務研修員として島袋淳を受け入れ

　４月 　１日 適応指導教室指導員に島袋恵子、外間桐恵、玉城道吉を委嘱（非常
勤）



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３月 ２７日 （第19期）後期・研究教員「修了式」

　３月 １３日 （第19期）後期・研究教員「研究成果報告会」

　２月 ２７日 第２回教育研究所運営委員会

　２月 １４日 第２回適応指導教室研究協力委員会

　１月 １６日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

１２月 １９日 （第19期）後期・研究教員「研究中間報告会」

１２月 １３日 基礎講座Ⅲ　講師：大城政之

１２月 　３日 市内文化財巡り　講師：文化課

１１月 ２２日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

１０月 ２９日 養護教諭研修会　講師：安和良盛

１０月 ２４日 基礎講座Ⅱ　講師：漢那孝子

１０月 ２３日 （第19期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」

１０月 １９日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　普天間朝光

１０月 １８日 情報処理研修会　講師：安和良盛

１０月 １６日 若葉カウンセリング研修会

１０月 １１日 情報処理研修会　講師：安和良盛

１０月 　３日 （第19期）後期・研究教員「入所式」

１０月 　１日 （第19期）後期・研究教員入所（幼稚園２名、小学校１名）

　９月 ２８日 （第18期）前期・研究教員「修了式」

　９月２０にち （第18期）前期・研究教員「研究成果報告会」

　８月 １９日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 １８日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　８日 基礎講座Ⅴ　講師：井上講四

　８月 　５日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　４日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　８月 　３日 日本語講座閉講式　講師：辺土名淳子

　７月 　３日 日本語講座開講式　講師：辺土名淳子

　７月 １６日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

　７月 １２日 図書館司書研修会　講師：安和良盛

　７月 　５日 基礎講座Ⅳ　講師：大城政之

　６月 ２５日 第１回適応指導教室研究協力委員会

　６月 ２２日 マルチ・ステップ活用研修会

　６月 ２１日 基礎講座Ⅲ　講師：大城政之

　６月 １８日 （第18期）前期・研究教員「研究中間報告会」

　６月 １４日 市内文化財めぐり　講師：文化課

　５月 ３１日 「宜野湾市こども百科事典・きっずじの～ん」稼動式

　５月 ２７日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　５月 ２６日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　５月 １６日 第１回教育研究所運営委員会　運営委員長に安里昌次郎、他5名委嘱

　４月 ２９日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　４月 ２８日 専修免許認定公開講座　講師：新垣英司

　４月 ２６日 （第18期）前期・研究教員「研究テーマ検討会」

　４月 ２４日 基礎講座Ⅱ　講師：新垣英司

　４月 １９日 基礎講座Ⅰ　講師：所長　普天間朝光

　４月 　３日 （第18期）前期・研究教員「入所式」

　４月 　１日 （第18期）前期・研究教員入所（小学校１名、中学校２名）

　４月 　１日 適応指導教室指導員に大城百恵、宮國泰斗を委嘱（非常勤）

平成13年
度

　４月 　１日 適応指導教室特別実務研修員：上原千賀子



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３
月

２９日 （第17期）後期・研究教員「修了式」
　３
月

１４日 （第17期）後期・研究教員「研究成果報告会」
　３
月

９日 情報処理研修会　講師：新垣英司

　３
月

１日 情報処理研修会　講師：新垣英司

　２
月

２７日 第２回教育研究所運営委員会

　２
月

１３日 第２回適応指導教室研究協力委員会

１２
月

２０日 （第17期）後期・研究教員「研究中間報告会」
１１
月

１７日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

１１
月

１３日 教育相談研修会

１０
月

２４日 （第17期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」
１０
月

１７日 カウンセリング研修会（適応指導教室）

１０
月

１２日 情報処理研修会　講師：新垣英司

１０
月

３日 （第17期）後期・研究教員「入所式」（幼稚園２名、小学校１名）
　９
月

２９日 （第16期）前期・研究教員「修了式」
　９
月

２０日 （第16期）前期・研究教員「研究成果報告会」
　８
月

２５日 情報処理研修会　講師：新垣英司

　８
月

１７日 夏休み短期講座（情報処理　５日間）講師：安和良盛

　７
月

２４日 日本語講座（10日間）講師：辺土名淳子
　７
月

３１日 図書館司書研修会　講師：安和良盛

　７
月

６日 学級経営研修会　講師：漢那孝子

　６
月

２６日 第１回適応指導教室研究協力委員会

　　　委員長に伊佐盛信、他４名委嘱

　６
月

２０日 マルチ・ステップ活用研修会

　６
月

１９日 （第16期）前期・研究教員「研究中間報告会」
　６
月

９日 適応指導教室教育講演会　講師：藤野 都
　６
月

７日 教育研究所・青少年センター複合施設建設のために県外視察（三日
間）　５

月
２６日 教育相談研修会　講師：棚原（ＣＡＰ）

　５
月

２３日 カウンセリング研修会（適応指導教室）

　５
月

１７日 第１回教育研究所運営委員会　運営委員長に長浜勝廣、他5名委嘱
　４
月

２７日 （第16期）前期・研究教員「研究テーマ検討会」
　４
月

１３日 情報処理研修会　講師：新垣英司

　４
月

３日 （第16期）前期・研究教員「入所式」（小学校１名、中学校２名）
　４
月

２日 適応指導教室指導員に大城百恵、宮國泰斗を委嘱（非常勤）

平成12年
度

　４
月

１日 六代所長：普天間朝光、研修係長：新垣英司発令

　４
月

１日 適応指導教室特別実務研修員として宇良永子を受け入れ



教育研究所（はごろも学習センター）沿革

　３
月

２９日 （第15期）後期・研究教員「修了式」
　２
月

２９日 情報処理研修会

　２
月

２４日 第２回教育研究所運営委員会

　１
月

１２日 学級経営研修会

１２
月

２０日 （第15期）後期・研究教員「研究中間報告会」
１２
月

１日 適応指導教室指導員に島袋恵子を委嘱（非常勤）

１１
月

１２日 教育相談研修会

１０
月

２９日 （第15期）後期・研究教員「研究テーマ検討会」
１０
月

４日 （第15期）後期・研究教員「入所式」（幼稚園２名、小学校２名）
　９
月

２９日 （第14期）前期・研究教員「修了式」
　９
月

２０日 （第14期）前期・研究教員「研究成果報告会」
　８
月

２５日 情報処理研修会

　７
月

１６日 （第14期）前期・研究教員「研究中間報告会」
　７
月

６日 学級経営研修会

〃 〃 第１回適応指導教室研究協力委員会

　５
月

１９日 教育相談研修会

　５
月

１７日 第１回教育研究所運営委員会

　４
月

３０日 （第14期）前期・研究教員「研究テーマ検討会」
　４
月

１３日 情報処理研修会

平成11年
度

　４
月

２日 適応指導教室指導員に大城百恵、宮國泰斗を委嘱（非常勤）

　４
月

２日 （第14期）前期・研究教員「入所式」（小学校３名、中学校１名）
　４
月

２日 適応指導教室特別実務研修員：又吉千賀子


