
尼崎市立教育総合センター 教職員の学び支援課

平成３０年度 夏季研修カレンダー
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｡

７/２（月） ７/３（火） ７/４（水） ７/５（木） ７/６（金）

尼崎市立教育総合センター 教職員の学び支援課

TEL : ６４９４-３１５５･FAX : ６４９４-３１５１
E-mai l : cen-kensyu@nd.ama-net .ed .jp

７/２３（月） ７/２４（火） ７/２５（水） ７/２６（木） ７/２７（金）

７/３０（月） ７/３１（火） ８/１（水） ８/２（木） ８/３（金）

７/９（月） ７/１０（火） ７/１１（水） ７/１２（木） ７/１３（金）

７/１６（月） ７/１７（火） ７/１８（水） ７/１９（木） ７/２０（金）

7/４まで 「平成３０年度 教科書展示会」 開催中(教育総合センター３階学びあいスペースにて)

教育課題 校務支援システム活用研修講座 初級 小学校

１０：３０～１２：００ 対象）全教職員（小学校向け）

４０１ 定員２４名

テーマ）スズキ校務による名簿作成・成績処理について

教職員の学び支援課 情報教育担当 指導員 小谷 隆宏

教育課題 校務支援システム活用研修講座 上級 小学校

１３：３０～１５：００ 対象）全教職員（小学校向け）

４０１ 定員２４名

テーマ）スズキ校務による成績処理・通知表入力・要録入力について

教職員の学び支援課 情報教育担当 指導員 小谷 隆宏

教育課題 校務支援システム活用研修講座 初級 中学校

１０：００ 対象）全教職員（中学校向け）

４０１ 定員２４名

テーマ）スズキ校務による名簿作成・成績処理について

教職員の学び支援課 情報教育担当 指導員 藤井 俊史

教育課題 校務支援システム活用研修講座 上級 中学校

１４：３０ 対象）全教職員（中学校向け）

４０１ 定員２４名

テーマ）スズキ校務による面談資料の作成について

教職員の学び支援課 情報教育担当 指導員 藤井 俊史

最新の図書リストは、毎週月曜日に

ホームページにて更新しています。

尼崎市立教育総合センター 教職員の学び支援課では、
学び続ける教職員の皆様を支援するべく
３階「教育情報コーナーｍｉｎｉ」 に置いている図書の貸出をしています。
より多くの先生方にご利用いただけるよう
庁内メール便 による「貸出・返却」もできます。
お気軽にご利用ください。
詳しくは、教育総合センターのホームページ内にある
「情報コーナー」のページでご案内しています。

http:/ /cen-web/

｢教育情報コーナーｍｉｎｉ｣からのお知らせ

指導力向上 理科教育研修講座

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員

６０２ 定員６０名

テーマ）宇宙を題材にした教材を使った授業づくり

JAXA 宇宙教育センター 松原 理

指導力向上 体育科教育研修講座（１）

１４：３０ 対象）全教職員（小学校向け）

難波の梅小 定員６０名

テーマ）授業で使える短距離走スピードトレーニング

園田学園女子大学 准教授 藤川 浩喜

指導力向上 音楽科教育研修講座

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員

武庫東小 定員４０名

テーマ）担任にもできる！音楽遊び

佛教大学 教授 高見 仁志

指導力向上 図書館教育研修講座

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員

６０２ 定員６０名

テーマ）２学期から実践！学校図書館を使った授業づくり

大阪教育大学 教授 木原 俊行

【研修の申込みにおける注意事項】・・・・・必ずお読みください。

●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。（申込みの必要はありません。）

●専門研修については、研修申込システムを使用して申込みを行ってください。な

お、定員のある研修については、定員になり次第、申込みを締め切らせていただく

場合がありますのでご了解ください。

●研修申込システムは、７月 ６日 より申込可能となります。システム申込後

は、受講決定通知で、開始時刻・場所等の確認をしてください。

教育課題 子ども理解のための研修講座（２）

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）発達障害の子を4つのステップで励ましていく方法

関西学院大学 教授 有光 興記

教育課題 プログラミング教育研修講座（１）

１３：００～１４：３０ 対象）小学校各校の情報担当１名

園田東小 通知文にて通知

テーマ）プログラミング教育の概要及び具体的な実践について

文部科学省プログラミング教育プロジェクトオフィサー 後藤 義雄

教育課題 子ども理解のための研修講座（１）

１４：００～１６：００ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）社会の力で子どもを支え・育てる～子どもの心に寄り添って～

神戸いのちの電話 理事長 正岡 茂明

指導力向上 国語科教育研修講座（３）

１４：００～１６：００ 対象）全教職員

６０１ 定員６０名

テーマ）表現力を育む俳句の学習指導

兵庫教育大学 名誉教授 中洌 正堯

研究部会 国語科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第２回）

１４：００～１６：３０ 対象）小学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）国語科で創る主体的・対話的で深い学び

桃山学院教育大学 准教授 今宮 信吾

研究部会 算数科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第２回）

１４：００～１６：３０ 対象）小学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）算数科で創る主体的・対話的で深い学び

関西大学初等部 教諭 尾﨑 正彦

経験年数 中学校１年目教員必修研修（第７回）

１０：１５ 対象）中・特別支援学校１年目教員

６０１ 通知文にて通知

テーマ）特別活動・クラブ活動について

学校教育課 係長 橋口 裕司

経験年数 中学校１～３年次教員研修

１３：３０ 対象）中･特別支援学校１年目教員､中学校２･３年目教員

７０１他 通知文にて通知

テーマ）授業実践研修

教育委員会指導主事・指導員・授業改善アドバイザー 等

経験年数 小学校１年目教員必修研修（第７回）

１３：３０ 対象）小・特別支援学校１年目教員

７０１ 通知文にて通知

テーマ）算数科の指導

関西大学初等部 教諭 尾﨑 正彦

経験年数 小学校１年目教員必修研修（第７回）

１０：００ 対象）小・特別支援学校１年目教員

７０１ 通知文にて通知

テーマ）楽しく豊かな学級・学校生活を創る特別活動とは

大島幼稚園 園長 今村 七美

指導力向上 図工・美術科教育研修講座

１３：３０～１６：３０ 対象）全教職員

園和小図工室 定員４８名

【実技研修】素材（環境）を生かした造形活動
【講話】楽しい図画工作

帝京大学 教授 辻 政博

職務別 外国語活動担当者研修（第１回）

１０：００～１２：００ 対象）小学校各校より中学年担当１名

６０１ 通知文にて通知

テーマ）楽しい外国語活動授業づくり

園田東小学校 教諭 手嶋 浩之

研究部会 中学校アクティブ・ラーニング授業実践部会研修（第２回）

１４：００ 対象）中学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）授業実践交流 等

大阪教育大学 准教授 寺嶋浩介

職務別 外国語活動担当者研修（第２回）

１４：００～１６：００ 対象）小学校各校より高学年担当１名

６０１ 通知文にて通知

テーマ）楽しい外国語授業づくり

園田東小学校 教諭 手嶋 浩之

教育課題 人権教育研修講座（１）

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員
旧センター
視聴覚室 ６月２８日申込締切・受講の１０日前までに名簿の提出

テーマ）現代社会のなかの部落差別～ネット社会における問題を中心に～

大阪市立大学 教授 阿久澤 麻理子

指導力向上 総合的な学習研修講座

１４：３０ 対象）全教職員

４０１ 定員３６名

テーマ）子どもたちを取り巻くネット社会～知っておくべき最新情報～

一般社団法人ECネットワーク 理事 原田 由里

教育課題 学級集団づくり研修講座（２）野外活動体験

９：１５～１５：４５ 対象）小学校教員

難波の梅小 定員３０名 ※材料費５００円

テーマ）野外活動に関する体験研修

尼崎市立美方少年自然の家 久下 慎太郎

職務別 リーダー養成研修（１）

１４：３０～１６：３０ 対象）小・中・特別支援学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）学校運営に係る教育法規等

職員課 総括 佐野 正信

職務別 特別支援教育コーディネーター研修

１０：００～１２：００ 対象）特別支援教育コーディネーター

７０１ 通知文にて通知

テーマ）インクルーシブな授業づくり

関西学院大学 准教授 原田 大介

教育課題 インクルーシブ教育研修講座

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）インクルーシブな授業づくり

関西学院大学 准教授 原田 大介

研究部会 算数科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第３回）

１１：００～１２：３０ 対象）小学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）算数科で創る主体的・対話的で深い学び

関西大学初等部 教諭 尾﨑 正彦

研究部会 算数科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第４回）

１３：３０～１６：３０ 対象）小学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）算数科で創る主体的・対話的で深い学び

関西大学初等部 教諭 尾﨑 正彦

指導力向上 国語科教育研修講座（１）

１０：００～１２：００ 対象）全教職員（小学校向け）

７０１ 定員１６０名

テーマ）言葉の力を育む国語授業づくり

桃山学院教育大学 教授 二瓶 弘行

研究部会 国語科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第３回）

１０：００～１２：００ 対象）小学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）言葉の力を育む国語授業づくり

桃山学院教育大学 教授 二瓶 弘行

職務別 栄養教諭・学校栄養職員研修

１０：００～１２：００ 対象）栄養教諭･学校栄養職員

６０２ 通知文にて通知

テーマ）子どもたちを取り巻く食の問題と学校給食

大阪社会保障推進協議会 事務局長 寺内 順子

教育課題 食育研修講座

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

６０２ 定員６０名

テーマ）子どもたちを取り巻く食の問題と学校給食

大阪社会保障推進協議会 事務局長 寺内 順子

研究部会 国語科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第４回）

１３：３０～１６：００ 対象）小学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）国語科で創る主体的・対話的で深い学び

桃山学院教育大学 准教授 今宮 信吾

経験年数 １年目教員必修研修（第５回）

１０：００～１６：００ 対象）小・中・特別支援学校１年目教員
小）７F
中）６F・７F 通知文にて通知
AM…小：情報モラル、教科指導における ICT の活用
AM…中：生徒指導
PM…小・中：特別の教科 道徳の指導

マイスター教員による公開授業研修講座（１）

１３：５０～１６：３０ 教科・学年）小学校国語科 第６学年

水堂小 単元名・題材名）修学旅行のパンフレットを作ろう

講話・交流テーマ）子どもたちが自主的に取り組む国語学習

水堂小学校 主幹教諭 西尾 鮎子

マイスター教員による公開授業研修講座（２）

１３：４５～１６：３０ 教科・学年）小学校図画工作科 第５学年

潮小 単元名・題材名）針金を使って

実技研修・交流会）針金を使った立体の授業について

潮小学校 教諭 福田 裕美

研修申込システム

午前１１時以降から
順次申込みが可能



８/６（月） ８/７（火） ８/８（水） ８/９（木） ８/１０（金）

職務別 リーダー養成研修（２）

１４：３０～１６：３０ 対象）小・中・特別支援学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）カリキュラムマネジメントの実践と課題【実践編】

新宿区立西新宿小学校 校長 清水 仁

教育課題 小学校 ICT活用研修講座（１）

１０：３０～１２：００ 対象）全教職員（小学校向け）

下坂部小 定員３５名

テーマ）コンピュータ室のタブレット端末及びソフトウェアを活用した授業について

ジャストシステム インストラクター 藤田 泰子

８/１３（月） ８/１４（火） ８/１５（水） ８/１６（木） ８/１７（金）

８/２０（月） ８/２１（火） ８/２２（水） ８/２３（木） ８/２４（金）

８/２７（月） ８/２８（火） ８/２９（水） ８/３０（木）

指導力向上 算数科教育研修講座

１４：００～１６：３０ 対象）全教職員（小学校向け）

７０１ 定員１６０名

テーマ）すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」

筑波大学附属小学校 教諭 山本 良和

指導力向上 アプローチスタートカリキュラム研修講座（１）

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

６０１ 定員６０名

テーマ）幼保小連携教育カリキュラムの生活する力で保育所・幼稚園から小学校への適応を図る

関西国際大学 准教授 椋田 善之

職務別 就学前教育研修（昼の部）

１５：００ 対象）幼稚園、保育園、保育所等の教職員および小学校教員

６０１他 定員６０名

テーマ）ぼうしを作ろう～材料選びからはじめよう～

武庫川女子大学 講師 大畑 幸恵

研究部会 算数科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第５回）

１４：００～１６：３０ 対象）小学校各校より専任

７０１ 通知文にて通知

テーマ）すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」

筑波大学附属小学校 教諭 山本 良和

指導力向上 アプローチスタートカリキュラム研修講座（３）

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）リズムでつながる言葉･動き･音楽～なめらかな保幼小連携をめざして～

京都女子大学 教授 岡林 典子

【研修における注意事項】・・・・・必ずお読みください。
●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。（申込みの必要はありませ

ん。）

●専門研修については、研修申込システムを使用して申込みを行ってくだ

さい。なお、定員のある研修については、定員になり次第、申込みを締

め切らせていただく場合がありますのでご了解ください。

●指導力向上研修講座での（小学校向け）（中学校向け）の講座は、目安と

なるものですので、校種に区別なく受講できます。

●研修申込システムは、７月 ６日 より申込可能となります。申込み後

は、受講決定通知で、開始時刻・場所等の確認をしてください。

●原則公共交通機関・自転車・バイク等の利用をお願いしますが、暫

定的な措置としてやむを得ない場合は、敷地内グランドへの駐車を

認めます。ただし、自己責任において指定場所への駐車をお願いし

ます。なお、台数には限りがありますので、ご了承ください。また、

構内は必ず徐行し、歩行者・自転車・工事エリア等に十分に気をつ

けてください。

●構内に駐車する場合は、教育総合センターより発行した駐車許可証

をダッシュボードの上に置いてください。

●敷地内では自転車・バイクを降りて押して歩き、ひと咲きタワー東

側に駐輪してください。

●｢旧センター視聴覚室｣の表記がある会場は、尼崎市立教育･障害福祉

センター(尼崎市三反田町１-１-１)の４階視聴覚室です。

教育課題 一般教養研修講座

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）「愛されるコテラトマト」をめざして

コテラトマト農園 小寺 清隆

指導力向上 社会科教育研修講座

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

６０１ 定員６０名

テーマ）対話的で深い学びの社会科～授業リソースから考える～

桃山学院教育大学 教授 中村 哲

指導力向上 体育科教育研修講座（２）

１０：００～１２：００ 対象）全教職員（中学校向け）

双星高道場 定員２５名

テーマ）安全に配慮した柔道の指導

県立尼崎稲園高等学校 教諭 藤原 正徳

教育課題 情報モラル・セキュリティ研修講座

１０：００ 対象）全教職員

４０１ 定員２４名

テーマ）情報モラル教育実践と情報セキュリティについて

阪神教育事務所 情報教育専門推進員 櫻木 雅哉

教育課題 小学校ICT活用研修講座（２）

１３：３０～１５：００ 対象）全教職員（小学校向け）

下坂部小 定員３５名

テーマ）コンピュータ室のタブレット端末及びソフトウェアを活用した授業について

教職員の学び支援課 情報教育担当 指導員 小谷 隆宏

８/３１（金）
研究部会 中学校アクティブ・ラーニング授業実践部会研修（第３回）

１４：００ 対象）中学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）授業実践交流 等

大阪教育大学大学院 准教授 寺嶋 浩介

教育課題 人権教育研修講座（２）

１４：３０～１６：００ 対象）全教職員

７０１ ６月２８日申込締切・受講の１０日前までに名簿の提出

テーマ）LGBTを学ぶ～先生のためのLGBTガイド セクシャルマイノリティを考える～

やっぱ愛ダホ！idaho-net. 代表 遠藤 まめた

教育課題 人権教育研修講座（３）

１４：３０～１６：００ 対象）全教職員

７０１ ６月２８日申込締切・受講の１０日前までに名簿の提出

テーマ）多文化共生を学ぶ～世界の情勢を見つめる 人間の安全保障を考える～

神戸大学大学院 教授 栗栖 薫子

指導力向上 特別活動研修講座

１０：００～１２：００ 対象）全教職員

７０１ 定員１６０名

テーマ）生き方・在り方を深化させる活動～創造活動と集団づくり～

香川大学教育学部附属高松小学校 教諭 轟 秀明

教育課題 プログラミング教育研修講座（２）

１３：３０～１５：００ 対象）全教職員

４０１ 定員３５名

テーマ）PCを使わないプログラミング学習

教職員の学び支援課 研修担当 指導主事 瀧本 晋作

指導力向上 外国語活動・英語科教育研修講座

１４：３０ 対象）全教職員

７０１他 定員１６０名

テーマ）小中一貫英語教育に向けて

大阪教育大学 教授 加賀田 哲也

研究部会 国語科教育アクティブ・ラーニング部会研修（第５回）

１０：００～１１：３０ 対象）小学校各校より専任

６０２ 通知文にて通知

テーマ）国語科で創る主体的・対話的で深い学び

桃山学院教育大学 准教授 今宮 信吾

職階別 教頭研修（１）

１５：００～１６：３０ 対象）小・中・高・特別支援学校教頭

７０１ 通知文にて通知

テーマ）学校の危機管理～事案から学ぶ初期対応～

学校教育部 生徒指導担当 係長 西村 純一

自転車･バイクは、

ひと咲きタワー東側に駐輪スペースを

用意しています。

※同じ敷地内にある看護専門学校の専用駐輪

場には止めないようにお願いします。

教育課題 中学校ICT活用研修講座

１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員（中学校向け）

４０１ 定員２４名

テーマ）コンピュータ室の機器等を活用した授業について

ライオン事務器 インストラクター

指導力向上 技術科教育研修講座

１０：００～１２：３０ 対象）全教職員（中学校向け）

４０１ 定員２０名

テーマ）これからの技術科教育～プログラミングの実践～

大阪教育大学 准教授 光永 法明

職務別 就学前教育研修（夜の部）

１８：００ 対象）幼稚園、保育園、保育所等の教職員および小学校教員

６０１他 定員６０名

テーマ）ぼうしを作ろう～材料選びからはじめよう～

武庫川女子大学 講師 大畑 幸恵

こども青少年本部事務局こども総合相談第１担当と
学校教育部 生徒指導担当との共催による研修

教職員を対象としたスクールソーシャルワーク活動研修

別途通知文にて通知

８/１
（水）

１５:00

講師：大阪府立大学 教授
山野 則子
芦屋法律事務所 弁護士

長城 紀道

テーマ
不登校児童生徒支援について考える ～スクールソーシャルワークを
活用した学校において不登校を半減できた取り組みについて～

７階 701対象 小学校・中学校教員

７月２７日(金)までに
こども青少年本部事務局こども総合相
談第１担当に直接お申込みください。

尼崎養護学校による研修

尼崎市立教育･障害福祉センター（三反田町 1-1-1）４階視聴覚室

尼崎養護学校「夏の講座」

研修申込システムにて：定員１００名研修申込システムにて：定員１００名

７/３０
（月）

１４:３0～１６:３0

講師：
くらしき作陽大学
教授 橋本 正巳

テーマ
発達障害の子どもの
理解と支援

７/３１
（火）

１４:３0～１６:３0

講師：
尼崎市立尼崎養護学校
教諭 髙木 裕美

テーマ
読み書きの困難さ
に対する支援

対象 全教職員

学校教育部 生徒指導担当による研修

臨時校長研修会

尼崎市立教育･障害福祉センター（三反田町 1-1-1）４階視聴覚室

通知文にて通知

８/９
（木）

１０:０0～１２:０0

講師：
学校教育部
生徒指導担当

対象 小・中・高・特別支援学校長

テーマ 重大事態の未然防止と発生した場合の対応について


