
開始時刻 場所 目　　的 テーマ 講師所属・職名 講師名 対　象 備考

ステップ・アップ研修
第
３
回

7 22 火 10:00
第１・２
研修室

今日的教育課題について、実践的に学びスキル
アップを図る。

特別活動の位置づけとできること
明日から使える学級活動のヒント

授業で子どもを変える‐教科と学活と言語力‐
教材研究の仕方‐国語科文章構成図の作り方を学ぶ‐

学校教育課指導主事
主幹教諭マネジメント教員
難波の梅小学校主幹教諭
授業改善アドバイザー
授業改善アドバイザー

後藤　聡志
小椋　淳子
橋本　昭子
倉橋　忠

小笹　雅幸

小・中・特別支
援学校初任者
研修対象者

別申込

体育科教育
研修講座

(1) 7 22 火 14:00
立花南
小学校

体育科に関する専門性を深めるとともに、児童生徒の
主体的な学習を促す実技指導の技術を身につけ、指導
力の向上を図る。

（小学校教員向け）
組み立て体操指導で気をつけておきたいこと

主幹教諭マネジメント教員 村上　修 全教員 定員４０名

7 23 水 14:00 第１研修室
環境モデル都市として学校教育における取り組
み方等について学ぶ。

環境モデル都市尼崎について
ゴミの減量とリサイクルについて
～子どもゴミマイスター制度を中心に～

環境創造課　課長補佐
資源循環課　係長

北川　貴宏
結城　立子

全教職員 定員８１名

7 23 水 14:00 第２研修室
子ども達の生きる力の基礎となる「食育」の積極
的な推進を図る。

子どもが育つ環境と食育について 神戸女子短期大学 教授 平野　直美 全教職員 定員５１名

カウンセリング
研修講座

(1) 7 24 木 10:00 第１研修室
児童生徒への理解を深め、教職員のカウンセリン
グマインドの向上を図る。

カウンセリングマインド基礎編　～さまざまな事例から～
こども心身医療研究所
　臨床心理士

藤原　由妃 全教職員 定員８１名

カウンセリング
研修講座

(2) 7 24 木 14:00 第１研修室
児童生徒への理解を深め、教職員のカウンセリン
グマインドの向上を図る。

生徒・保護者ともっとうまくやる　～家族療法からのヒント～ 龍谷大学　教授 東　豊 全教職員 定員８１名

7 24 木 10:00
コンピュータ 授業においてＩＣＴを効果的に活用する方法につ

コンピュータ室の機器を活用した授業について 教育総合センター　指導主事 大森　康充 全教員 定員１２名

  平成２６年度　夏季休業中の研修一覧表
　
       ☆夏季休業中の研修では、それぞれ開始時刻が異なります。ご注意ください。

小学校ＩＣＴ活用研修講座

☆日程順

環境教育研修講座

研修名 実施日

食育研修講座

【研修の申込における注意事項】・・・・・・・・・・・・必ずお読みください
○受講しなければならない研修（基本研修）については、学校から１名の担当者の出席が必要です。基本研修でも、研修申込システムでの申込ができる

研修においては、希望者における担当者以外の申込も受け付けております。なお、希望者については、定員になり次第締め切らせていただきます。

○備考に【通知文にて】と記されている基本研修については、別送付の【通知文】をご覧いただき研修を受講してください。（申込の必要はありません。）

○備考に【別申込】と記されている研修については、電子メール等での申込書による申込となります。

○専門研修と一部の基本研修においては、研修申込システムを使用して申込を行ってください。なお、定員のある研修においては、定員になり次第、

7 24 木 10:00
コンピュータ

研修室
授業においてＩＣＴを効果的に活用する方法につ
いて研修し、指導力向上を図る。

コンピュータ室の機器を活用した授業について 教育総合センター　指導主事 大森　康充 全教員 定員１２名

小学校外国語活動指
導力ＵＰ研修講座

(1) 7 24 木 13:10
関西国際大学

303教室
小学校外国語活動の指導内容と方法について研修し、指導力
の向上を図る。

（小学校教員向け）
関西国際大学でクラスルームイングリッシュを学ぼう～基礎編～

関西国際大学　准教授 片山　真理 全教員 定員３６名

幼児教育研修講座 (1) 7 24 木 13:10
関西国際大学

602教室
幼児教育についての理解を深め、保育実践にお
ける指導の充実を図る。

（幼稚園教員向け）
関西国際大学で学ぼう～遊びで育てる力～

関西国際大学　准教授 松岡　宏明 全教員 定員３６名

国語科教育
研修講座

(2) 7 24 木 14:30 視聴覚室
国語科教育についての理解を深め、指導力の向
上を図る。

（中学校教員向け）
言語活動の充実にむけた授業について

宮城教育大学　教授 相澤　秀夫 全教員 定員２００名

小学校外国語活動指
導力ＵＰ研修講座

(2) 7 25 金 13:10
関西国際大学

602教室
小学校外国語活動の指導内容と方法について研
修し、指導力の向上を図る。

（小学校教員向け）
関西国際大学でクラスルームイングリッシュを学ぼう～標準編～

関西国際大学　准教授 片山　真理 全教員 定員３６名

幼児教育研修講座 (3) 7 25 金 13:10
関西国際大学

音楽室
幼児教育についての理解を深め、保育実践にお
ける指導の充実を図る。

（幼稚園教員向け）
関西国際大学で学ぼう～音感を楽しみ感性を育てる～

関西国際大学　准教授 島川　香織 全教員 定員３６名

7 28 月 10:00 視聴覚室
子どもの読書習慣の確立や読書指導の充実を図
る。

学校における多様な読書活動の展開 兵庫教育大学　教授 勝見　健史 全教員 定員２００名

7 28 月 10：00 第１研修室

外国語活動の目標を踏まえ、児童の意欲を引き
出す授業づくりや積極的にコミュニケーションを図
ろうとする態度を育てる指導の在り方について学
ぶ。

子どもと創る外国語活動の授業 関西大学初等部　教諭 梅本　龍多
外国語活動
担当教員

通知文にて

研修申込システム
（各校２名まで可）

7 28 月 10:00 第２研修室
初任者の授業力向上を図るための指導力を身に
つける。

拠点校指導教員の職務 教育総合センター　指導主事 鍬原　輝明 担当教員 通知文にて

7 28 月 10:00
産業技術
短期大学

技術科の授業実践を図る技術を取得する。
「風車に込めたものづくりへの思い」
　　ものづくり体験　　　*午前の部と午後の部を行う

産業技術短期大学　教授
産業技術短期大学　講師

福田 芳行
久保田 憲司

全教員
午後の部のみ

１０名まで

7 28 月 13：00 音楽室
中堅教員として多様化する教育課題に適切に対
応できる広い視野と実践的指導力を身につける。

ミドルリーダーとしての資質向上
（今日的な教育課題等）

教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

鍬原　輝明
相方　伸二

小・中・特別支援
学校の15年目教
員（栄養教諭は除
く）

通知文にて

マイスター教員による
公開授業研修講座

（小学校教諭
(4)  7 ̃ 29 火 9:30

武庫庄
小学校

見本となる授業とその研究協議を通して、個々の
授業力や指導力を高める。

キッズサイエンス　夏休み理科実験 武庫庄小学校 マイスター教員 山下由記子

小学校ＩＣＴ活用研修講座

図書館教育研修講座

技術科教育研修講座

拠点校指導教員研修

外国語活動
担当教員研修

１５年次教員研修

全教員
５年目、７年目、１０年経験者教員
は10本の講座から１つ選択

（小学校教諭
による授業）

小学校 授業力や指導力を高める。

(1) 7 29 火 10:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導主事 大森　康充 定員３６名

(2) 7 29 火 13:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導主事 大森　康充 定員３６名

１年目教員
必修研修

第
７
回

7 29 火 10:00 視聴覚室他
本市の教員としての自覚を促し、教員としての資
質・技能の向上と実践への意欲を高める。

人権教育、学級経営（小学校）、クラブ指導（中学校）、グループ研修②
教育委員
元　成徳小学校長
大庄北中学校長

仲島　正教
枝根　富子
中　俊弘

小・中・特別支
援学校初任者
研修対象者

通知文にて

7 29 火 10:00 第１研修室
算数科の目標を踏まえ、数学的な思考力・判断
力を育成するための授業づくりについて学ぶ。

（小学校教員向け）
思考力・表現力を鍛える算数授業

関西大学初等部　教諭 尾﨑　正彦 全教員 定員８１名

 理科教育研修講座 (2) 7 30 水 10:00 第２研修室
理科に関する専門性を深めるとともに、児童生徒の主体的な
学習を促す指導内容と方法について研修し、指導力の向上を
図る。

（中学校教員向け）
ＩＣＴ活用を通した理科教育の可能性

教育総合センター
情報担当指導員

東江　潤 全教員 定員５１名

7 30 水 13:00 視聴覚室
これまでの教育実践を踏まえ、指導力向上を図る
とともに各自の課題を把握し今後の教員生活の
充実に資する。

授業力・指導力向上研修
教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

鍬原　輝明
相方　伸二

小・中・特別支
援学校の５年目
教員（栄養教諭
は除く）

通知文にて

 理科教育研修講座 (1) 7 30 水 13:30 科学実験室
理科に関する専門性を深めるとともに、児童生徒の主体的な
学習を促す指導内容と方法について研修し、指導力の向上を
図る。

（小学校教員向け）
“授業で活かせる”理科教育セミナー「電気の利用」

キャリアリンク・三菱電機株式会社
代田貴信・大山幸二

　他２名 全教員 定員４８名

幼児教育研修講座 (2) 7 31 木 10:00 第２研修室
幼児教育についての理解を深め、保育実践にお
ける指導の充実を図る。

（幼稚園教員向け）
幼児教育における自然環境について考える

関西学院聖和幼稚園　園長 出原　大 全教員 定員５１名

7 31 木 14:00 第１研修室
表現・鑑賞の活動を通して、音楽の基礎的な指導
技術を学び、指導力の向上を図る。

指揮法と歌唱について 大阪音楽大学　教授 本山　秀毅 全教員 定員８１名

特別支援教育研修講座 (1) 7 31 木 14:00 視聴覚室
教育的支援を要する子どもたちの教育における
理論と実践について、理解を深める。

目で視る言葉～わたしの生い立ち～ 全国手話センター　課長 岩本　重雄 全教職員 定員２００名

8 1 金 10:00 第１研修室
「総合的な学習の時間」の目標を踏まえ、学び方
やものの考え方を育成するための授業づくりにつ シンキングツールを活用した考える力を育成する授業設計 関西大学初等部　教諭 三宅　貴久子 全教員 定員８１名

情報モラル・セキュリ
ティ研修講座

５年次教員研修

全教職員

音楽科教育研修講座

総合的学習研修講座

算数科教育研修講座

スマートフォン・ＳＮＳ等の適切な利用について
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊午前と午後は同じ内容

情報モラル指導及び情報漏洩対策のための基本
的な知識技能を修得する。

は10本の講座から１つ選択

8 1 金 10:00 第１研修室 やものの考え方を育成するための授業づくりにつ
いて学ぶ。

シンキングツールを活用した考える力を育成する授業設計 関西大学初等部　教諭 三宅　貴久子 全教員 定員８１名

生徒指導・不登校
児童生徒支援

研修講座
(2) 8 1 金 14:00 視聴覚室

児童生徒の問題行動や不登校の児童生徒の実
態を把握し、支援の在り方について、理解を深め
る。

不登校児童・生徒への支援の在り方と未然防止について 公益財団法人　こども教育支援財団 南川　華奈 全教職員 定員２００名

幼児教育研修講座 (4) 8 1 金 14:00
関西国際大学

303教室
幼児教育についての理解を深め、保育実践にお
ける指導の充実を図る。

（幼稚園教員向け）
関西国際大学で学ぼう～子どもの「こころ」と「動き」～

関西国際大学　准教授 松本　恵美子 全教員 定員３６名

8 1 金 14:00 第１研修室
言語力と言語感覚を磨くための授業を学び、指導
力の向上を図る。

生きる力をはぐくむ言語活動の充実をめざして 関西国際大学　教授 中西　一彦 全教員 定員８１名

8 4 月 10:00 第１研修室
生活科の目標を踏まえ、幼少連携のための授業
づくりについて学ぶ。

（幼稚園教員・小学校教員向け）
幼小連携のための生活科授業づくり
　～アプローチ・スタートカリキュラムから、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”接続期カリキュラム”へ～

大阪教育大学　准教授 佐久間　敦史 全教員 定員８１名

体育科教育
研修講座

(3) 8 4 月 14:00
園田東
中学校

体育科に関する専門性を深めるとともに、児童生徒の
主体的な学習を促す実技指導の技術を身につけ、指導
力の向上を図る。

（小学校教員・中学校教員向け）
「楽しくなるダンス指導」
　　　　　　　　　　～安全に配慮した指導を通して～

武庫川女子大学　教授 北島　見江 全教員 定員４０名

国語科教育
研修講座

(1) 8 5 火 10:00 第１研修室
国語科教育についての理解を深め、指導力の向
上を図る。

（小学校教員向け）
国語科授業の単元的展開
　　　　　　－子どもと共に創る意味を考える－

関西大学初等部　教諭 今宮　信吾 全教員 定員８１名

社会科教育
研修講座

(1) 8 5 火 10:00 第２研修室
社会科教育についての理解を深め、指導力の向
上を図る。

（小学校教員向け）
学校教育に求められる情報リテラシーを培う社会科授業

兵庫教育大学　教授 關　浩和 全教員 定員５１名

１年目教員
必修研修

第
８
回

8 5 火 10:00
（小）杭瀬小

（中）教総センターＰＣ室
本市の教員としての自覚を促し、教員としての資
質・技能の向上と実践への意欲を高める。

情報教育研修②、ＩＣＴの活用
教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

大森　康充
東江　潤

小・中・特別支
援学校初任者
研修対象者

通知文にて

8 5 火 14:00 第１研修室
多くの対象教員が、採用後2校目を経験するにあ
たり中堅教員としての意識確立や職務について
学ぶ。

中堅教員としての職務（組織としての役割等） 元　武庫東小学校　校長 川野　吉信
小・中・特別支
援学校の７年目
教員

通知文にて

8 5 火 14：00 視聴覚室
管理職として学校経営について様々な角度から
研修を深め、学校経営の充実を図る。

本市の教頭にのぞむこと－地域の中での学校（地域連携）－ 尼崎市教育委員会教育委員 礒田　雅司 教頭 通知文にて

8 6 水 13:00 科学実験室
特別活動の指導内容と方法について実際の指導を参観
し、教育活動に活かす。 特別活動の指導のあり方とその具体　～授業から学ぶ～

シチズンシップ共育企画代表
学校教育課人権担当指導主事

川中　大輔
民谷　洋二

全教員 定員４８名

教頭研修

７年目教員研修

特別活動研修講座

生活科教育研修講座

総合的学習研修講座

言語力向上研修講座

学校教育課人権担当指導主事 民谷　洋二

8 6 水 14:00 視聴覚室
図工・美術科に関する専門性を深めるとともに、造形的
な創作活動について研修し、指導力の向上を図る。 新学習指導要領にのっとった造形教育をめざして 文部科学省　教育課程調査官 岡田　京子 全教員 定員２００名

図工・美術科教育
研修講座



開始時刻 場所 目　　的 テーマ 講師所属・職名 講師名 対　象 備考

体育科教育
研修講座

(2) 8 7 木 10:00
尼崎市立
双星高校

体育科に関する専門性を深めるとともに、児童生
徒の主体的な学習を促す実技指導の技術を身に
つけ、指導力の向上を図る。

（中学校教員向け）
体育指導（柔道）で気をつけておきたいこと

兵庫県立尼崎稲園高等学校 藤原　正徳

(1) 8 ７ 木 10:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導員 東江　潤

(2) 8 ７ 木 13:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導員 東江　潤

8 7 木 14:00 視聴覚室
児童・生徒の学校生活の居場所となる学級の経営につ
いて学び、学級集団づくり等に関する指導力の向上を
図る。

「こんな時どう言い返す　ユーモアあふれる担任の言葉」 京都橘大学　准教授 池田　修 全教員 定員２００名

8 8 金 10：00 第１研修室
教務担当者の職務と職責を学ぶ。学校運営の主
体者であるミドルリーダーとしての資質能力の向
上を図る。

『風通しの良い』学校づくりのために 京都教育大学　教授 榊原　禎宏
小・中・特の
教務担当

通知文にて

8 8 金 10：00 視聴覚室
防災・安全教育についての理解を深め、安全教
育担当教員としての指導力の充実を図る。

防災・安全教育について
安全教育
担当教員
（全校種）

通知文にて案内
後、研修申込シス
テムよる申し込み

 理科教育研修講座 (3) 8 8 金 13：00 科学実験室
理科に関する専門性を深めるとともに、児童生徒の主
体的な学習を促す指導内容と方法について研修し、指
導力の向上を図る。

（小・中学校教員向け）
授業に役立つ教具づくり　～電気にかかわるものづくり～

園田中学校　マイスター教員 松島　修 全教員 定員４８名

8 8 金 14:30 視聴覚室 校内研究の効果的な進め方について学ぶ。 校内研究をすすめるために 鳴門教育大学　教授 村川　雅弘
小・中・特の
研究担当

研修申込システム
（定員１３０名）

8 18 月 13:30 第１研修室
特別支援教育についての理解を深め、コーディ
ネーターとしての指導力の充実を図る。

特別支援教育から考える通常学級の授業づくり・クラスづくり
兵庫教育大学　教授 宇野　宏幸

小・中・高・特の
特別支援教育

コーディネーター
通知文にて

生徒指導・不登校
児童生徒支援

研修講座
(1) 8 18 月 14:00 視聴覚室

児童生徒の問題行動や不登校の児童生徒の実
態を把握し、支援の在り方について、理解を深め
る。

子どもの基礎的人間的養成のための積極的生徒指導
　～育てる（発達促進的・開発的）教育相談の機能に視点を当てて～

関西学院大学　教授 中村　豊 全教職員 定員２００名

8 19 火 13:30 第１研修室
特別支援教育についての理解を深め、コーディ

保育・教育で悩んだ時に立ち戻りたい発達の視点 神戸大学　教授 木下　孝司
幼稚園の

特別支援教育 通知文にて

研修名

ＣＭＳを活用した学校
ホームページ作成研修講

座

特別支援教育

全教職員
学校園のホームページに特化して、適切な情報
発信を考える。

学校・園のホームページ作成研修講座

　　　　　　　　　　　　　　　　＊午前と午後は同じ内容
定員３６名

実施日

教務担当研修

学級経営研修講座

防災・安全教育研修

特別支援教育
コーディネーター研修

震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）員

全教員
５年目までの体育教員（講師含
む）は受講すること

研究担当研修

8 19 火 13:30 第１研修室
特別支援教育についての理解を深め、コーディ
ネーターとしての指導力の充実を図る。

保育・教育で悩んだ時に立ち戻りたい発達の視点 神戸大学　教授 木下　孝司
幼稚園の

特別支援教育
コーディネーター

通知文にて

8 22 金 10:00 定員１２名

8 22 金 13:00 定員１２名

8 22 金 14:00 視聴覚室
主幹教諭の職務に対する理解を深め、学校全体
をコーディネートする力やリーダーシップの向上を
図る。

校内におけるリーダーシップと後進の育成 元 寝屋川市立第４中学校 教員 小林　光彦
小・中・特の
主幹教諭

通知文にて

小学校外国語活動指
導力ＵＰ研修講座

(3) 8 25 月 13:10
関西国際大学

602教室
小学校外国語活動の指導内容と方法について研修し、
指導力の向上を図る。

（小学校教員向け）
関西国際大学でクラスルームイングリッシュを学ぼう～応用編～

関西国際大学　教授 片山　真理 全教員 定員３６名

社会科教育
研修講座

(2) 8 25 月 14:00 第２研修室
社会科教育についての理解を深め、指導力の向
上を図る。

（中学校教員向け）
「学ぶ楽しさをつくる」～表現力を育てる社会科の授業～ 授業改善アドバイザー 倉橋　忠 全教員 定員５１名

学力向上担当研修 (1) 8 25 月 14:00 視聴覚室
調査問題の結果をもとに指導方法の改善を図
る。

全国学力学習状況調査問題からわかること１ 京都女子大学　教授 井上　一郎
小学校・

特別支援学校
学力向上担当

研修申込システム
中学校希望者も可

(1) 8 25 月 9:00 第１研修室 全教員

(２) 8 26 火 9:00 第１研修室 全教員

１年目教員
必修研修

第
８
回

8 26 火 10:00
（小）武庫の里小

（中）教総センターＰＣ室
本市の教員としての自覚を促し、教員としての資
質・技能の向上と実践への意欲を高める。

情報教育研修②、ＩＣＴの活用
教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

大森　康充
東江　潤

小・中・特別支
援学校初任者
研修対象者

通知文にて

新任校・園長研修 (2) 8 26 火 10:00 第２研修室
ハラスメントのない職場環境をつくり、ハラスメント
の当事者にならないための危機意識をもつ。

信頼を築く学校運営のために－ハラスメント対策とストレス管理
NPO法人　えむ・コミューズ
代表理事

中田　真理子
新任校長
新任園長

通知文にて

8 26 火 14:00 視聴覚室
学校保健の中核的役割としての職務を理解し、
現代的な健康課題への対応力を高める。

フィジカルアセスメントについて 兵庫県立塚口病院　
医師

看護師
幼・小・中・高・
特の養護教諭

通知文にて

8 27 水 10:00 第１研修室
食物アレルギー事故防止の知識を習得し、緊急
時の対応など、校内の体制について学ぶ。

児童生徒のアレルギー疾患への対応
神戸市立医療センター
中央市民病院小児科医長

岡藤　郁夫 全教職員 定員８１名特別臨時研修

主幹教諭研修

中学校ＩＣＴ活用研修講座
コンピュータ

研修室

特別支援教育
コーディネーター研修

教育総合センター　指導員

ライフスキル教育の基本的な理論と実践
　☆午前・午後の１日の受講
　☆２日連続で受講すること

コンピュータ室の機器を活用した授業について
　　　　　　　　　　（更新機器の予定）
                                ＊午前と午後は同じ内容

１６名以上
３５名以下

全教員

北山　敏和
児童生徒が日常体験する困難を上手にのりこえ
るために必要な考え方やその指導方法を体系的
に学ぶ。

ライオンズクラブ国際協会

授業においてＩＣＴを効果的に活用する方法につ
いて研修し、指導力向上を図る。

養護教諭研修

東江　潤

ライフスキル
教育研修講座

8 27 水 10:00 第１研修室
時の対応など、校内の体制について学ぶ。

児童生徒のアレルギー疾患への対応
中央市民病院小児科医長

岡藤　郁夫 全教職員 定員８１名

(1) 8 27 水 14:00
教育の本質に根ざした人権教育を推進するため、人権
にかかわる教育課題に対する理解を深め、指導力の向
上を図る。

「虐待を記録する」 尼崎市家庭児童相談室 職員

(2) 8 28 木 14:00
教育の本質に根ざした人権教育を推進するため、人権
にかかわる教育課題に対する理解を深め、指導力の向
上を図る。

人権教育　新たな課題 神戸地方法務局　尼崎市局 職員

(3) 8 29 金 14:00
教育の本質に根ざした人権教育を推進するため、人権
にかかわる教育課題に対する理解を深め、指導力の向
上を図る。

「いじめを許さない」 人権エンターテイナー 登天ポール

8 28 木 14:00 第１研修室 家庭科の授業実践を図る技術を取得する。 「消費生活と食」～フードマイレージを学ぶ～ あおぞら財団　研究員 林　美帆 全教員 定員８１名

(1) 8 28 木 10:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導員 東江　潤 定員３６名

(2) 8 28 木 13:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導員 東江　潤 定員３６名

8 29 金 9:30 第１研修室
英語科指導に関する専門性を深めるとともに、生徒の
主体的な学習を促す指導内容と方法について研修し指
導力の向上を図る。

依存的学習者を育てる授業VS.自律的学習者を育てる授業 関西外国語大学　教授 中嶋　洋一 全教員 定員８１名

(1) 8 29 金 10:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

大森　康充
東江　潤

定員３６名

(2) 8 29 金 13:00
コンピュータ

研修室
教育総合センター　指導主事
教育総合センター　指導員

大森　康充
東江　潤

定員３６名

　【　教育総合センターで開催される、阪神特別支援学校主催の研修講座　】

　　　　　☆以下の研修申込については【FAX：０７９８－５２－６８６８】阪神特別支援学校支援部（柿原、竹内、伊藤あて）に直接申込んでください。

特別臨時研修

校務支援システム
活用研修講座

家庭科教育研修講座

プレゼンテーション
活用研修講座

教育活動に活かすための基本的なプレゼンテー
ション技能を習得する。

全教職員

校務支援システムの活用方法を習得し、効率的
かつ円滑な業務の遂行を図る。

スズキ校務による名簿作成・成績処理等について

　　　　　　　　　　　　　　　　＊午前と午後は同じ内容

全教職員

全教職員

英語科教育研修講座

説明力向上・プレゼンテーション演習
(概要説明とプレゼンテーション作り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊２回連続で受講すること

視聴覚室人権教育研修講座
6月16日
申込必着

による抽選

8 4 月 9:30 第２研修室 クラスで気になる子どもたちへのからだを通したアプローチ 臨床動作士 中野　弘治 全教職員 ３０名まで

8 4 月 13:30 第１研修室 発達が気になる子どもたちの言語発達を促すためのサポート 言語聴覚士 濱野　淑子 全教職員 ６０名まで

8 18 月 9:30 第２研修室 ファシリテーション・ボール・メソッド（FBM)の基礎と体験 FBM研究会代表 大島　昇 全教職員 ２０名まで

8 18 月 13:30 第１研修室 特別支援教育から考える通常学級の授業づくり・クラスづくり 兵庫教育大学　教授 宇野　宏幸 全教職員 ２０名まで

8 19 火 9:30 第２研修室 発達障害の気づきと支援 関西国際大学　准教授 松本　恵美子 全教職員 ５０名まで

8 19 火 13:30 第１研修室 保育・教育で悩んだ時に立ち戻りたい発達の視点 神戸大学　教授 木下　孝司 全教職員 ６０名まで

【お願い】

◆受講者向けの駐車場はありませんので、車での来館はご遠慮ください。会場までは、公共の交通機関等をご利用ください。
◆教育総合センター障害福祉施設の駐車スペースや点字ブロック上に、バイク、原付、自転車等を駐輪しないでください。
◆教育総合センター障害福祉施設の敷地内では、自転車を降りて、駐輪場まで自転車をおして歩行してください。
◆研修室は、冷房を完備しておりますが、室内の温度を細かく調整することができません。そのため、必要に応じて、上着などをご準備ください。

　　以上、皆様のご理解とご協力をお願いします。

尼崎市立教育総合センター
尼崎市三反田町１－１－１
       TEL ６４２３－３４００
       FAX６４２３－３４０４

　　　　　☆以下の研修申込については【FAX：０７９８－５２－６８６８】阪神特別支援学校支援部（柿原、竹内、伊藤あて）に直接申込んでください。

特別支援教育阪特「夏の講座」

特別支援教育阪特「夏の講座」

特別支援教育阪特「夏の講座」

特別支援教育阪特「夏の講座」

特別支援教育阪特「夏の講座」

特別支援教育阪特「夏の講座」

教育的支援を要する子どもたちの教育実践にお
ける理論と実践について、理解を深める。


