尼崎市立教育総合センター 学び支援課

令和元年度 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｡ ※敬称略

研修についての注意事項 ＞＞＞ 必ずお読みください。
●【通知文にて】と記されている研修については、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５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。
●現在、ひと咲きプラザ内は大規模工事中です。ご来所には公共交通機関・自転車・バイク等の利用をお願いします。
●敷地内では自転車を降りて押し歩き、グランド内の指定駐輪場に駐輪してください。
★８月１日（木）から３日間（雨天順延）はプラザ内のアスファルト舗装工事が行われ、自転車を含め一切の車両が構内に入れません。自転車・バイクは指定の場所へ案内
しますので、指示に従って駐輪してください。
７/１（月）

７/２（火）

７/３（水）

経験年数
１０：００～１６：００
７０１

第５回 １年目教員必修研修
対象）小学校・中学校１年目教員
通知文にて通知
研修Ⅰ）生徒指導について
学校教育課 生徒指導担当
研修Ⅱ）情報モラル、教科指導における ICT の活用①
学び支援課 調査・研究担当

７/８（月）

７/４（木）

７/５（金）
研修申込システム
午前１１時以降から
順次申込みが可能

「令和元年度教科書展示会」
7/３まで開催中
教育総合センター
３階学びあいスペースにて

７/９（火）

７/１０（水）

７/１１（木）

７/１２（金）

７/１７（水）

７/１８（木）

７/１９（金）

７/２４（水）

７/２５（木）

経験年数
第６回 １年目教員必修研修
１０：００～１６：００ 対象）小学校・中学校１年目教員 ※特別支援学校教諭を除く
７０１
通知文にて通知
研修Ⅰ）学校事故およびアレルギー疾患への対応について
学校保健課 指導主事 髙原有子 ・ 技師 中庭幸恵
研修Ⅱ）思考力･表現力を育む授業づくり～全員参加・全員理解の授業を目指して～
尼崎市立七松小学校 教諭 中野 穣

７/１５（月）

７/１６（火）

７/２２（月）
職務別
いじめ予防研修
１４：００～１６：００ 対象）小･中･高･特別支援学校の生徒指導等担当者
７０１
通知文にて通知
テーマ）ゲートキーパー入門講座・悩みの聴き方レッスン
NPO 法人ゲートキーパー支援センター 理事長 竹内志津香
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 （疾病対策課共催）
７０１
定員１００名
テーマ）ゲートキーパー入門講座・悩みの聴き方レッスン
NPO 法人ゲートキーパー支援センター 理事長 竹内志津香

７/２３（火）
指導力向上
１４：００～１６：３０
南武庫之荘中

体育科教育研修講座（２）
対象）全教職員
定員４０名
テーマ）フラッグフットボール
神戸大学ＥＳＤ 総合コーディネーター 鴨谷 真
教育課題
中学校 ICT 活用研修講座
１４：３０～
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
学び支援課 調査・研究担当 指導主事 藤井俊史

指導力向上
１０：００～１２：００
中央中

技術科教育研修講座
教育課題
教務担当者研修講座
１４：００～１６：００ 対象）全教職員（教務担当者向け）
対象）全教職員（中学校向け）
定員４０名
７０１
定員１６０名
テーマ）栽培
テーマ）学校と地域がウィン･ウィンの関係で子どもたちを健やかに育もう
コテラトマト農園 小寺清隆
岡山県井原市大江小学校 元校長 藤井美江
研究部会 第３回 ステップ･アップ調査活用部会 指導力向上
国語科教育研修講座（２）
１４：００～１６：００ 対象）全小学校･中学校各校から推薦された教員 １４：００～１６：００
対象）全教職員
７０１
通知文にて通知
６０２
定員４０名
テーマ）調査結果を活用するために
テーマ）絵手紙の指導（実技）
学び支援課 調査・研究担当 係長 瀧本晋作
絵手紙作家 小林和子
指導力向上
体育科教育研修講座（１）
１４：００～１６：３０
対象）全教職員
難波の梅小
定員６０名
テーマ）リズムジャンプ
美作大学 准教授 津田幸保

７/２９（月）

７/３０（火）

７/３１（水）

教育課題 子ども理解のための研修講座（２）
１４：３０～１６：３０ 対象）全教職員 （子ども教育支援課共催）
７０１
定員１６０名
テーマ）いじめ防止対策推進法と保護者対応トラブルについて
大阪大学大学院 教授 小野田正利

経験年数 第７回 小学校１年目教員必修研修
１０：００～１２：３０ 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
教育課題 校務支援システム研修講座 中学校
１０：３０～
対象）全教職員（中学校向け）
４０１
定員２４名
テーマ）スズキ校務による成績処理･面談資料作成等について
学び支援課 調査・研究担当 指導主事 藤井俊史
経験年数 第７回 小学校１年目教員必修研修
１３：３０～１６：００ 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）外国語の指導
園田東小学校 教諭 手嶋浩之

経験年数 第７回 中学校１年目教員必修研修
１０：００～１２：３０ 対象）中・特別支援学校１年目教員
７０１
通知文にて通知
テーマ）特別活動（クラブ活動を含む）・学級通信について
前園田中学校校長 藤山 享
経験年数
中学校１～３年次教員研修
１３：３０～１６：００ 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）第２回授業実践研修
学び支援課 教科指導教員
教育課題 校務支援システム研修講座 小学校
１４：３０～
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･通知表入力･要録入力について
学び支援課 調査・研究担当 指導主事 森井崇

８/１（木）

７/２６（金）
教育課題
人権教育研修講座１-（１）
１４：００～１６：００ 対象）全教職員 （子ども教育支援課共催）
７０１
若干名
テーマ）教育機会確保法・不登校対策
園田学園女子大学 教授 近森栄子／元神戸市看護大学教授 医師 植本雅治
指導力向上
図工・美術科教育研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員
園和小図工室
定員５０名
テーマ）「図画工作科で育てたい力」について
京都ノートルダム女子大学 准教授 藤本陽三
指導力向上
特別活動研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員
６０２
定員６０名
テーマ）教室でできる楽しいゲーム（実技）
元気塾 PLUS 代表 仲島正教

８/２（金）

教育課題 学級集団づくり研修講座 （野外活動）
職務別 プログラミング教育実践研修（１）
９：００～１６：３０
対象）小学校教員
１３：００～１６：３０ 対象）小学校情報担当教員（各校１名）
難波の梅小
通知文にて通知
定員３０名 ※材料費５００円
園田東小
テーマ）野外活動に関する体験研修
テーマ）プログラミング教育における見識を深め、授業実践力を高める
尼崎市立美方少年自然の家 久下慎太郎
NPO 法人『みんなのコード』 指導者養成主任講師 福田晴一
指導力向上
外国語・英語科教育研修講座
教育課題
人権教育研修講座１-（２）
１４：００～１６：００ 対象）全教職員 （子ども教育支援課共催）
１０：００～１２：００
対象）全教職員
７０１
定員１６０名
７０１
若干名
テーマ）外国語教育における小中連携・接続
テーマ）教育機会確保法・不登校対策
桃山学院教育大学 准教授 Warren Decker 園田学園女子大学 教授 近森栄子／元神戸市看護大学教授 医師 植本雅治
指導力向上
数学科教育研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員（中学校向け）
６０１
定員６０名
テーマ）新学習指導要領における評価のあり方を考える
姫路大学 准教授 榎並雅之
指導力向上
外国語活動研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員（小学校向け）
６０２
定員６０名
テーマ）楽しい外国語の授業づくり
園田東小学校 教諭 手嶋浩之

｢教 育 情 報 コーナーｍｉｎｉ｣からのお知 らせ
尼 崎 市 立 教 育 総 合 センター 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/
尼崎市立教育総合センター 学び支援課

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

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。

８/５（月）

８/６（火）

指導力向上
社会科教育研修講座
対象）全教職員
１０：００～１２：００
６０１
定員６０名
テーマ）主体性を引き出す発問の工夫～社会の授業でアクティブ･ラーニングを実践するために～
関西学院大学 非常勤講師 倉橋 忠
職務別
栄養教諭・学校栄養職員研修
１４：００～１６：３０ 対象）栄養教諭･学校栄養職員
６０１
通知文にて通知
テーマ）成長期の食について
食アスリートシニアインストラクター･管理栄養士･体育科学修士 岡田あき子
教育課題 情報モラル・セキュリティ研修講座
１４：００～１５：３０
対象）全教職員
６０２
定員６０名
テーマ）SNS ノートを活用したモラル教育
LINE 株式会社 インストラクター
教育課題
家庭科教育研修講座
１４：００～１６：３０
対象）全教職員
６０１
定員２０名
テーマ）成長期の食について
食アスリートシニアインストラクター･管理栄養士･体育科学修士 岡田あき子
指導力向上
算数科教育研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員（小学校向け）
７０１
定員１６０名
テーマ）子どもの声で創る算数授業～数学的な見方・考え方の育成を中心として～
神戸大学附属小学校 教諭 東 尚平

８/７（水）

８/８（木）

教育課題 初級プログラミング教育研修講座（１） 指導力向上 道徳教育スキルアップ研修講座
１０：００～１２：００ 対象）全教職員（プログラミング研修初心者） １４：００～１６：００
対象）全教職員
定員９０名
７０１
定員１６０名
園田学園女子大
テーマ）小学校での算数「多角形」、理科「電気の利用」に使える授業づくりについて
テーマ）道徳科の充実と評価
園田学園女子大学 人間健康学部 教授 堀田博史／尼崎市立園田小学校 林 孝茂
立命館大学 非常勤講師 牧﨑幸夫
教育課題
一般教養研修講座
１４：００～１６：００
対象）全教職員 （消費者センター共催）
７０１
定員１６０名
テーマ）キャッシュレス社会
ファイナンシャルプランナー 竹内かおり・西岡奈美
教育課題 初級プログラミング教育研修講座（２）
１４：００～１６：００ 対象）全教職員（プログラミング研修初心者）
定員９０名
園田学園女子大
テーマ）プログラミング教材（ビスケットやスクラッチ）を使った小学校における授業づくりについて
園田学園女子大学 人間健康学部 教授 堀田博史／尼崎市立園田小学校 林 孝茂

８/１２（月）

８/１３（火）

８/１４（水）

８/１５（木）

８/１６（金）

学校閉鎖日

学校閉鎖日

学校閉鎖日

学校閉鎖日

学校閉鎖日

８/１９（月）

８/２０（火）

８/２１（水）

８/２２（木）

８/２３（金）

研究部会 第４回 ステップ･アップ調査活用部会 職務別 プログラミング教育実践研修（２）
１０：００～１２：００ 対象）全小学校･中学校各校から推薦された教員 １４：００～１６：３０ 対象）小学校情報担当教員（各校１名）
７０１
通知文にて通知
７０１
通知文にて通知
テーマ）学力調査結果の見方・考え方
テーマ）プログラミング教材（ビスケットやスクラッチ）を使った小学校における授業づくり
大阪大学 教授 志水宏吉 ほか
NPO 法人『みんなのコード』 指導者養成主任講師 福田晴一
教育課題
人権教育研修講座２
１４：００～１６：００
対象）全教職員
若干名
７０１
テーマ）外国人児童生徒を取り巻く環境と校内の支援体制について
大阪教育大学 准教授 臼井智美

８/２６（月）

教育課題
人権教育研修講座３
指導力向上
音楽科教育研修講座
１０：００～１２：００
１４：００～１６：００
対象）全教職員
対象）全教職員
７０１
若干名
武庫の里小音楽室
定員６０名
テーマ）あなたの身近にもいるLGBT～男女やLGBTだけじゃない！性のあり方は十人十色～
テーマ）鑑賞の指導について
元中学校･高等学校養護教諭 井上鈴佳
名古屋学院大学 教授 江田 司
教育課題
人権教育研修講座１-（３）
１４：００～１６：００ 対象）全教職員 （子ども教育支援課共催）
７０１
若干名
テーマ）教育機会確保法・不登校対策
園田学園女子大学 人間教育学部 准教授 大野木位行

８/２７（火）
指導力向上
１４：００～１６：３０
７０１

国語科教育研修講座（１）
対象）全教職員（小学校向け）
定員１６０名
テーマ）物語文の授業づくり
桃山学院教育大学 教授 二瓶弘行

８/２８（水）

尼崎市立あまよう特別支援学校 特別支援教育研修会
（月）

１０:０0～１２:０0

講師：学校法人 青丹学園
発達･教育支援所フラーテル L.C.
所長 村井 敏宏
読み書きが困難な子への支援
テーマ
～漢字の指導を中心に～

研修申込システムにて申込み

８/６

（火）

９:３0～１１:０0

対象

講師：
尼崎市立あまよう特別支援学校
主幹教諭 髙木 裕美
学習の基礎となるからだづくり
テーマ
～感覚総合の視点から～

研修申込システムにて申込み

８/２９（木）

８/３０（金）

教育課題
就学前教育研修（実技）
１４：３０～１６：３０ 対象）幼稚園･保育園･保育所等の教職員および小学校教員
７０１
定員６０名
テーマ）幼児向けダンス、体操等
みんな元気ジム 米田和正

あまよう特別支援学校による研修

８/５

８/９（金）
職階別
校長研修
１４：００～１６：００ 対象）小･中･高･特別支援学校の校長
７０１
通知文にて通知
テーマ）学校での事前予防～自殺予防教育の考え方
立命館大学 教授 川野健治

全教職員

８/８

（水）

９:３0～１１:０0

講師：
関西国際大学
准教授 梶 正義
気になる行動の理解と支援
テーマ
～応用行動分析の視点から～

研修申込システムにて申込み

尼崎市立あまよう特別支援学校 研修室（尼崎市東難波町２丁目１４番４０号）

専門研修については
＜研修申込システム＞ で
申込みを行ってください｡
自転車･バイクは、ひと咲きタワー西側グランドに
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。

研修についての注意事項 ＞＞＞ 必ずお読みください。
●【通知文にて】と記されている研修については、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５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。
●現在、ひと咲きプラザ内は大規模工事中です。ご来所には公共交通機関・自転車・バイク等の利用をお願いします。
●敷地内では自転車を降りて押し歩き、グランド内の指定駐輪場に駐輪してください。
★８月１日（木）から３日間（雨天順延）はプラザ内のアスファルト舗装工事が行われ、自転車を含め一切の車両が構内に入れません。自転車・バイクは指定の場所へ案内しますので、指示
に従って駐輪してください。

