音楽実技指導

令和３年度 夏季研修カレンダー 尼崎市立教育総合センター 学び支援課
☆夏季休業中の研修ではそれぞれ開催場所、開始時刻が異なります｡ ご注意ください｡ ※敬称略
●研修申込システムは、７月９日１１時より順次申込可能となります。申込み後は、受講決定通知で詳細の確認をしてください。
●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。
尼崎市立教育総合センター 学び支援課

TEL :

６４９４-３１５５･FAX : ６４９４-３１５１

７/１９（月）

７/２０（火）

E-mail : cen-kensyu@nd.ama-net.ed.jp

７/２１（水）

７/２２（木） 海の日

７/２３（金） スポーツの日

７/２８（水）

７/２９（木）

７/３０（金）

小・中学校１学期 終業式
７/２６（月）

７/２７（火）

指導力向上
算数科教育研修講座
１0：００～１2：００
Zoom（各所属校）：A
定員：１００名
対象）全教職員（小学校向け）
テーマ）愉しい算数授業の創り方
関西大学 初等部 教諭 尾崎正彦
教育課題
研究担当者研修講座
Zoom（各所属校）：A
１4：００～１6：3０
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）校内研究で実現！授業が楽しくなる学校づくり
教師塾「あまから」 代表 森川正樹

指導力向上
国語科教育研修講座
１0：００～１2：3０ 看護専門学校 大教室（ひと咲きプラザ内）
定員：１００名
対象）全教職員（小学校向け）
テーマ）「海の命」を読める国語教室をつくろう
桃山学院教育大学 教授 二瓶弘行
教育課題
一般教養研修講座
１0：００～１2：００ ユース交流センター１階 多目的室
定員：３４名
対象）全教職員
テーマ）新聞記者になろう
学び支援課 係長 尾之内潤
指導力向上
国語科教育研修講座
１3：3０～１6：0０ 看護専門学校 大教室（ひと咲きプラザ内）
定員：１００名
対象）全教職員（小学校向け）
テーマ）主体的・対話的で深い学びを生む物語授業のつくり方
桃山学院教育大学 教授 二瓶弘行

８/２（月）

８/３（火）

指導力向上
体育科教育研修講座
指導力向上
家庭科教育研修講座
教育課題 子ども理解のための研修講座(特別支援)
１0：3０～１2：0０
尼崎市立難波の梅小学校
１4：0０～１6：0０
Zoom（各所属校）：A
１0：0０～１2：0０
Zoom（各所属校）：A
定員：４０名
対象）全教職員
定員：１００名
対象）全教職員
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）リズムを使った体育指導
テーマ）キャッシュレス決済の種類と仕組み～若者のオンライン決済を中心に～ テーマ）子どもの SOS をキャッチする～ゲートキーパー入門講座～
美作大学 准教授 津田幸保
一般社団法人 EC ネットワーク 理事 原田由里 NPO法人ゲートキーパー支援センター 理事長 竹内志津香
指導力向上
外国語・英語科教育研修講座
特別支援
あまよう特別支援学校主催
職階別
体罰防止研修（管理職）
１4：0０～１6：3０ ユース交流センター１階 多目的室 １4：0０～１6：0０ 尼崎市立あまよう特別支援学校
１4：0０～１6：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室
定員：３４名
対象）全教職員
定員：５０名
対象）全教職員
通知文
対象）管理職
テーマ）児童・生徒の自己肯定感を高める英語授業 テーマ）発達障害の子を持つ保護者支援を考える
テーマ）体罰防止マネジメント研修（前期）
大阪教育大学 教授 加賀田哲也
兵庫県立大学看護学部 教授 古川恵美
株式会社 Meta-Design-Development

８/４（水）

講習
免許更新講習（要各自申込）
講習
免許更新講習（要各自申込）
指導力向上
授業力向上研修講座
１0：0０～１2：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室 １0：0０～１2：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室 １0：００～１2：００ ユース交流センター１階 多目的室
定員：県下２０名
対象）全教職員
定員：県下２０名
対象）全教職員
定員：３４名
対象）全教職員（中・高向け）
テーマ）体験学習理解
テーマ）体験学習理解
テーマ）「授業デザイン ３つの視点」活用術
アウトワード・バウンド協会
アウトワード・バウンド協会
学校教育課 兼子、川脇・学び支援課 尾之内
経験年数 中学校 １年目教員必修研修（第６回） 経験年数 小学校 １年目教員必修研修（第６回） 職務別
体罰防止研修（部活動）
１0：0０～１6：0０
尼崎市立小園中学校
１0：0０～１6：0０ ユース交流センター１階 多目的室 １4：0０～１6：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室
通知文 対象）中学校の初任者研修対象教員 通知文 対象）小学校の初任者研修対象教員 通知文 対象）部活動関係教職員（中・高）
テーマ）特別活動 など
テーマ）簡単、楽しく、プログラミング教育など
テーマ）体罰防止指導方法研修（前期）
前園田中学校長 藤山亨 他
園田小学校 教諭 林孝茂 他
株式会社 Meta-Design-Development
講習
講習
免許更新講習（要各自申込）
免許更新講習（要各自申込）
教育課題 人権教育研修講座（多文化共生）
１3：0０～21：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室 １3：0０～16：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室 １4：0０～１6：0０
Zoom（各所属校）：B
定員：県下２０名
対象）全教職員
定員：県下２０名
対象）全教職員
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）体験学習理解
テーマ）体験学習理解
テーマ）外国人児童生徒への理解と心がけ・学校生活のための環境づくりについて
アウトワード・バウンド協会
アウトワード・バウンド協会
宮城教育大学 教授 市瀬智紀
特別支援
あまよう特別支援学校主催
１4：0０～１6：0０ 尼崎市立あまよう特別支援学校
定員：５０名
対象）全教職員
テーマ）発達特性の理解と支援～二次障がいを防ぐために～
兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科医長 石原剛広

８/９（月） 振替休日

８/１０（火）

８/１１（水）

指導力向上
図工・美術科教育研修講座
１4：0０～１6：3０
尼崎市立園田小学校
定員：５０名
対象）全教職員
テーマ）「主体的・対話的で深い学び」につながる導入の在り方
畿央大学 教授 西尾正寛

８/１６（月）

８/１７（火）

学校閉鎖期間

８/２３（月）

８/２４（火）

教育課題 人権教育研修講座（ヤングケアラー) 指導力向上
幼児教育研修講座
１4：0０～１6：0０ ユース交流センター１階 多目的室 １0：0０～１2：0０
尼崎市立小園幼稚園
定員：３４名
対象）全教職員
定員：３０名
対象）全教職員
テーマ）ヤングケアラーを知っていますか？ー子どもたちの学習困難の背景を探るー
テーマ）絵画実技指導
大阪歯科大学 教授 濱島淑恵
元尼崎市立幼稚園長 細川美智子

８/３０（月）

８/３１（火）

指導力向上
幼児教育研修講座
１4：0０～１6：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）音楽実技指導
神戸親和女子大学 准教授 臼井真

経験年数
１年目教員必修研修（第７回）
１0：0０～１6：0０
歴史博物館・尼崎城 他
通知文 対象）小・中学校の初任者研修対象教員
テーマ）尼崎の地域、歴史について
尼崎市立歴史博物館 係長 桃谷和則

８/５（木）

８/６（金）

教育課題 子ども理解のための研修講座(不登校)
１0：0０～１2：0０ ユース交流センター３階 活動支援室２
定員：２１名
対象）全教職員
テーマ）不登校と居場所づくりについて考える
こども教育支援課 係長 池田尚史
教育課題
インクルーシブ教育研修講座
１0：0０～１2：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）インクルーシブ教育を踏まえた学校づくり
兵庫教育大学 准教授 石橋由紀子
指導力向上
道徳科教育研修講座
１3：0０～１5：0０ ユース交流センター３階 活動支援室２
定員：２１名
対象）全教職員（中学校向け）
テーマ）「教科」時代の道徳科授業を創る～主体的・対話的で深い学びを目指して～(中学校編)
四天王寺大学 教授 杉中康平
職務別
体罰防止研修（教員）
１4：0０～１6：0０ 教育障害福祉センター４階 視聴覚室
通知文
対象）全教職員
テーマ）体罰防止アンガーマネジメント・ストレスコントロール研修（前期）
株式会社 Meta-Design-Development
指導力向上
幼児教育研修講座
１4：0０～１6：0０
尼崎市立塚口幼稚園
定員：４０名
対象）全教職員
テーマ）特別支援教育の視点に立った幼児教育
相愛大学 教授 中井清津子

教育課題
プログラミング教育研修講座
１0：0０～１2：0０
尼崎市立園田小学校
定員：３０名
対象）全教員（小学校向け）
テーマ）小学校プログラミング教育 入門編
園田小学校 教諭 林孝茂
指導力向上
道徳科教育研修講座
１4:0０～１6：3０ ユース交流センター１階 多目的室
定員：３４名
対象）全教職員（小学校向け）
テーマ）「教科」時代の道徳科授業を創る～主体的・対話的で深い学びを目指して～(小学校編)
四天王寺大学 教授 杉中康平
指導力向上
社会科教育研修講座
１4：0０～１6：0０
尼崎市立大庄中学校
定員：３０名
対象）全教職員
テーマ）授業実践を持ち寄って「ポットラックパーティー」
尼崎市中学校社会科教育研究会 学び支援課 係長 尾之内潤

８/１２（木）

８/１３（金）

学校閉鎖期間

８/１８（水）

８/１９（木）

８/２０（金）

指導力向上
数学科教育研修講座
１0：００～１2：００ ユース交流センター１階 多目的室
定員：３４名
対象）全教職員（中学校向け）
テーマ）「主体的に学習に取り組む態度」を評価する手立てを考える
姫路大学 准教授 榎並雅之
教育課題
ICT活用研修講座(1)
１4：0０～１6：0０
尼崎市立小園中学校
定員：３０名
対象）全教職員
テーマ）キックスタートプログラム コア研修(1)
Google
指導力向上
技術科教育研修講座
１4：0０～１6：0０
尼崎市立大成中学校
定員：３０名
対象）全教職員（中学校向け）
テーマ）プログル技術・計測制御の実習
NPO法人みんなのコード 千石一朗／文部科学省 視学官 上野耕史

教育課題
人権教育研修講座（LGBTQ)
１0：００～１2：００
Zoom（各所属校）：A
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）LGBTQ～出会い、実践・教材作りを通して
水堂小学校 養護教諭 吉岡有可／中央中学校 教諭 太田裕己
教育課題
ICT活用研修講座(2)
１4：0０～１6：0０
尼崎市立小園中学校
定員：３０名
対象）全教職員
テーマ）キックスタートプログラム コア研修(2)
Google
指導力向上
国語科教育研修講座
１3：3０～１6：0０ 尼崎市立中央北生涯学習プラザ
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）多層指導モデル MIM
国立特別支援教育総合研修所 主任研究員 海津亜希子

教育課題 人権教育研修講座（子どもの権利条約)
14：００～１6：０0
Zoom（各所属校）：B
定員：１００名
対象）全教職員
テーマ）子どもの権利条約に基づく生徒指導の意義と方法～子ども参加の学校づくりを目指して～
千里金蘭大学 教授 吉永省三

８/２５（水）

８/２６（木）

８/２７（金）

教育課題
就学前教育研修
１4：0０～１6：0０
Zoom（各所属校）：A
定員：１００名
対象）全教職員（幼・小向け）
テーマ）幼児期の育ちと学びの姿を踏まえた教育
神戸大学 准教授 北野幸子

