
地方 市町村 実施校 所在地 初任者の担当学年 備考

高野口小学校（午前） 橋本市高野口町名倉226 5年

応其小学校（午後） 橋本市高野口町名古曽19 5年

三石小学校（午前） 橋本市三石台二丁目1-1 4年

紀見小学校（午後） 橋本市柿の木坂25-1 1年

西部小学校（午前） 橋本市柏原554 3年

清水小学校（午後） 橋本市清水2014 5年

柱本小学校（午前） 橋本市紀見ヶ丘二丁目20-1 4年

隅田小学校（午後） 橋本市隅田町垂井20 6年

九度山町 九度山小学校（午前） 伊都郡九度山町九度山1077 5年

渋田小学校（午後） 伊都郡かつらぎ町東渋田151-1 2年

11月10日 木 笠田小学校 伊都郡かつらぎ町笠田東558 2年・5年

9月29日 木 田中小学校 紀の川市打田1491 2年・4年

10月6日 木 中貴志小学校 紀の川市貴志川町上野山55 3年・5年

10月13日 木 粉河小学校 紀の川市粉河1558-1 4年・6年

川原小学校（午前） 紀の川市野上126 2年

長田小学校（午後） 紀の川市長田中538 4年

10月20日 木 池田小学校 紀の川市南中327 2年・5年

調月小学校（午前） 紀の川市桃山町調月1101 3年

竜門小学校（午後） 紀の川市杉原307 2年

10月27日 木 安楽川小学校 紀の川市桃山町市場2 2年・4年

丸栖小学校（午前） 紀の川市貴志川町丸栖206 3年

東貴志小学校（午後） 紀の川市貴志川町井ノ口148 3年

名手小学校（午前） 紀の川市名手西野328 3年

麻生津小学校（午後） 紀の川市麻生津中16 4年

12月1日 木 西貴志小学校 紀の川市貴志川町長原167 2年・3年

9月8日 木 岩出小学校 岩出市清水30 2年・3年

9月15日 木 中央小学校 岩出市川尻202 2年・3年

9月29日 木 根来小学校 岩出市根来479 3年・4年

10月6日 木 上岩出小学校 岩出市水栖514 2年・3年

10月13日 木 山崎小学校 岩出市中黒100 2年・3年

12月8日 木 山崎北小学校 岩出市西安上70 4年・5年

11月10日 木 黒江小学校 海南市船尾236-4 5年

12月1日 木 亀川小学校 海南市且来655 3年

有田市 10月13日 木 箕島小学校 有田市箕島155 3年

湯浅町 11月24日 木 湯浅小学校 有田郡湯浅町湯浅1570 2年

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

和歌山市の高等学校、特別支
援学校に勤務する初任者も研
修Ｂとして選択可能

10月13日 木

10月27日 木

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

11月24日 木

伊都

10月20日

11月24日

橋本市

木

11月10日

11月24日 木

木

木

かつらぎ町

平成２８年度初任者研修　授業研修　実施一覧（全校種）
●小学校の部
※研修Ｂ（異校種の授業研修）として選択する場合は、同一地方内とすること。ただし、例外については備考欄に記載しているので留意すること。

※複数の初任者が配置された学校では、初任者全員が授業をするとは限りません。また、「道徳」、「総合的な学習の時間」等で研究授業を実施する場合もありま
す。

※この情報は、平成２８年９月２３日現在のものです。

実施期日

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

12月8日 木

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

10月20日 木紀の川市

那賀

岩出市

海草 海南市

有田



9月29日 木 藤田小学校 御坊市藤田町藤井2047-1 3年

12月1日 木 御坊小学校 御坊市薗226 5年

10月6日 木 和田小学校 日高郡美浜町和田1138-176 3年

11月24日 木 松原小学校 日高郡美浜町吉原774-5 4年

日高町 9月8日 木 内原小学校 日高郡日高町萩原964-1 3年

由良町 10月6日 木 白崎小学校 日高郡由良町大引64 3年

9月1日 木 和佐小学校 日高郡日高川町和佐1550 2年

10月27日 木 川辺西小学校 日高郡日高川町小熊3141 4年

10月27日 木 岩代小学校 日高郡みなべ町西岩代2162 5年

11月24日 木 南部小学校 日高郡みなべ町北道289 3年

9月8日 木 稲原小学校 日高郡印南町印南原4955-1 5年

9月29日 木 清流小学校 日高郡印南町羽六766 4年

10月20日 木 新庄小学校 田辺市新庄町2300 4年

12月8日 木 田辺第三小学校 田辺市上の山二丁目6-10 5年

白浜町 9月29日 木 日置小学校 西牟婁郡白浜町日置979-1 2年

上富田町 10月27日 木 生馬小学校 西牟婁郡上富田町生馬1901 5年

古座川町 10月20日 木 高池小学校 東牟婁郡古座川町高池746 2年

新宮市 10月27日 木 王子ヶ浜小学校 新宮市田鶴原町二丁目10-1 2年・5年

美浜町

東牟婁

西牟婁

田辺市

日高

日高川町

みなべ町

印南町

御坊市



地方 市町村 実施校 所在地 初任者の担当教科 備考

橋本市 紀見東中学校（午前） 橋本市城山台一丁目39-2 国語

かつらぎ町 妙寺中学校（午後） 伊都郡かつらぎ町妙寺581 英語

9月15日 木 貴志川中学校 紀の川市貴志川町上野山232 国語・数学

11月10日 木 粉河中学校 紀の川市粉河925 国語

12月8日 木 打田中学校 紀の川市東大井345 社会・英語

10月20日 木 岩出中学校 岩出市西野65 英語・美術

11月24日 木 岩出第二中学校 岩出市野上野155 国語・社会

紀美野町 10月6日 木 美里中学校 海草郡紀美野町野中494-1 社会

海南市 10月27日 木 巽中学校 海南市阪井399 社会

有田川町 10月20日 木 金屋中学校 有田郡有田川町中井原252 英語

広川町 10月27日 木 耐久中学校 有田郡広川町広1123 社会・数学

御坊市 10月13日 木 河南中学校 御坊市塩屋町北塩屋300 数学

美浜町 10月20日 木 松洋中学校 日高郡美浜町吉原958 理科

日高川町 9月29日 木 丹生中学校 日高郡日高川町江川536 社会

10月6日 木 上南部中学校 日高郡みなべ町東本庄91 国語

10月20日 木 高城中学校 日高郡みなべ町滝81 理科

11月17日 木 南部中学校 日高郡みなべ町芝510 社会・保体

9月15日 木 印南中学校 日高郡印南町印南2145 社会

10月6日 木 清流中学校 日高郡印南町古井5 国語

10月6日 木 明洋中学校 田辺市目良4-1 国語

11月17日 木 大塔中学校 田辺市鮎川2588-2 数学

すさみ町 10月13日 木 周参見中学校 西牟婁郡すさみ町周参見3685 英語

白浜町 10月20日 木 白浜中学校 西牟婁郡白浜町2601 社会

那智勝浦町 9月29日 木 那智中学校 東牟婁郡那智勝浦町天満1693 国語・理科

串本町 10月6日 木 潮岬中学校 東牟婁郡串本町潮岬3349 英語

東牟婁

岩出市

那賀

紀の川市

※２校あわせて一日分の授
業研修となります。

西牟婁

田辺市

海草

みなべ町

和歌山市の高等学校、特別支
援学校に勤務する初任者も研
修Ｂとして選択可能

有田

日高

1月12日 木

印南町

●中学校の部
※研修Ｂ（異校種の授業研修）として選択する場合は、同一地方内とすること。ただし、例外については備考欄に記載しているので留意すること。

※複数の初任者が配置された学校では、初任者全員が授業をするとは限りません。また、「道徳」、「総合的な学習の時間」等で研究授業を実施する場合もありま
す。

※この情報は、平成２８年７月１５日現在のものです。

実施期日

伊都



地方 ブロック 実施校 所在地 研究授業実施教科 備考

10月6日 木 笠田高等学校 伊都郡かつらぎ町笠田東825 公民・保体

12月15日 木 紀北農芸高等学校 伊都郡かつらぎ町妙寺1781 農業・農業

10月6日 木 和歌山北高等学校（西校舎） 和歌山市西庄1148-1 国語・地歴

10月20日 木 向陽高等学校 和歌山市太田127 数学・理科

9月15日 木 耐久高等学校 有田郡湯浅町湯浅1985 数学・英語

10月27日 木 有田中央高等学校 有田郡有田川町下津野459 国語・公民

10月27日 木 日高高等学校 御坊市島45 国語・地歴

11月24日 木 紀央館高等学校 御坊市湯川町小松原43-1 公民・音楽

10月20日 木 田辺高等学校 田辺市学園1-71 国語・数学

11月24日 木 熊野高等学校 西牟婁郡上富田町朝来670 保体・商業

海草
有田

Ｃ
海南高等学校（海南校舎）
海南高等学校（大成校舎）

箕島高等学校
有田中央高等学校
耐久高等学校

Ｂ
和歌山北高等学校（西校舎）

和歌山高等学校
向陽高等学校
桐蔭高等学校

和歌山東高等学校
和歌山工業高等学校
和歌山商業高等学校

和歌山市

Ａ
紀北工業高等学校
紀北農芸高校
笠田高等学校
那賀高等学校
貴志川高等学校

実施期日

●高等学校の部
※研修Ｂ（異校種の授業研修）として選択する場合は、同一地方内とすること。ただし、例外については備考欄に記載しているので留意すること。

※この情報は、平成２８年７月１５日現在のものです。

Ｅ
田辺高等学校

田辺工業高等学校
神島高等学校
熊野高等学校
新宮高等学校
新翔高等学校

西牟婁
東牟婁

※東婁地方の小学校、中学校、特
別支援学校に勤務する初任者も
研修Ｂとして選択可能

Ｄ
日高高等学校
紀央館高等学校
南部高等学校

伊都
那賀

日高

※那賀地方の小学校、中学校に
勤務する初任者も研修Ｂとして選
択可能

※海草地方の小学校、中学校に
勤務する初任者も研修Ｂとして選
択可能



地方 ブロック 実施校 所在地

和歌山市 9月29日 木 和歌山さくら支援学校 和歌山市西庄1148-1

伊都 10月6日 木 きのかわ支援学校 橋本市高野口町向島101-3

有田 12月1日 木 たちばな支援学校 有田郡広川町和田21-3

西牟婁
東牟婁 12月8日 木 はまゆう支援学校 西牟婁郡上富田町岩田2150

（紀北）
きのかわ支援学校
和歌山ろう学校
紀北支援学校

紀伊コスモス支援学校
和歌山さくら支援学校

（紀南）
たちばな支援学校
南紀支援学校

はまゆう支援学校
みくまの支援学校

※研修Ｂ（異校種の授業研修）として選択する場合は、同一地方内とすること。ただし、例外については備考欄に記載しているので留意すること。

※複数の初任者が配置された学校では、初任者全員が授業をするとは限りません。また、「道徳」、「総合的な学習の時間」等で研究授業を実施する場合もあります。

※この情報は、平成２８年７月１５日現在のものです。

●特別支援学校の部

実施期日 備考

※海草地方の小学校、中学校、高等学校に勤務する初任者
も研修Ｂとして選択可能
※伊都・那賀地方の高等学校に勤務する初任者も研修Ｂと
して選択可能

※日高地方の小学校、中学校、高等学校に勤務する初任者
も研修Ｂとして選択可能

※東牟婁地方の小学校、中学校、高等学校に勤務する初任
者も研修Ｂとして選択可能


