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今年度は、研修講座を体系化しました。どの講座も現在の名張市の教育課題を考える上で大切な研修

と考えています。各講座の欄に主な対象者を（全）のように記載してありますが、すべての講座にご参

加いただけますので、ぜひお越しください。 （全）：全教職員、（Ⅰ）：基礎形成期（若手教員：初任～５年程度）、

（Ⅱ）：向上・充実期（中堅教員：６～１５年程度）、（Ⅲ）：発展・継承期（ミドルリーダー、管理職：１６年～） 

○ 教育講演会 

 

 

 

 

 

○ 各教科・領域研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の皆様へ 

 

算数「算数授業のユニバーサルデザイン」                     （全） 

 先生の講義を聞いた後に、２学期の単元について指導計画を考えます。２学期からの授業に役立てていただけま

す。   ※算数の教科書や指導書等をご持参ください。 

【講師】久木田 雅義 関西学院初等部教諭   ★県総合教育センターとの連携講座。旅費は県負担です。 

日時 ８月５日（金）９：００～１２：００ 場所 教育センター 大研修室   

国語「国語授業のユニバーサルデザイン —教材にしかけをつくる国語授業『10 の方法』—」 （全）  

 国語の授業のユニバーサルデザインにおける教材へのしかけづくりについて学びます。 

【講師】桂 聖 筑波大学附属小学校教諭    

日時 ７月２５日（月）１４：００～１６：００  場所 教育センター 大研修室   

理科授業スキルアップ研修（小学校） ※テーマは調整中。                   （全） 

 森田先生が、小学校 3 年生に示範授業をされます。（電気分野の単元） 

【講師】森田 和良 筑波大学附属小学校副校長   ※お申し込みは県総合教育センターへ 

日時 １０月２０日（木）１３：４５～１７：００（予定） 場所 箕曲小学校 理科室  

教育講演会「オール 1の落ちこぼれ、教師になる ～子どもに笑顔を～ 」      （全） 
 小学校の頃は、いじめの標的にされ、中学校の最初にもらった通知表は、オール 1。猛勉強の末 36 歳で母校の
教師となった宮本さん。いじめ・体罰問題でテレビ出演や執筆・講演活動を行いご活躍されています。※全員参加 

【講師】宮本 延春 エッセイスト/元高等学校教諭/作家   

日時 ８月１９日（金）１４：００～１６：００ 場所 アドバンスコープＡＤＳホール   

小学校外国語活動・英語教育                                 （全） 

「これからの小学校及び、中学校における外国語教育はどう変わるか」  

【講師】直山 木綿子 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課・国際教育課外国語教育推進室調査官 

パトリック・ディリー アルティアセントラル スーパーバイザー（教員スキルアップ研修） 

                   ★県総合教育センターとの連携講座。旅費は県負担です。 

日時 ８月２２日(月）９：００～１２：００ 場所 教育センター 大研修室   

体育実技講習会「コオディネーション運動を取り入れた体育の授業づくり」        （Ⅰ・Ⅱ） 

 実技や講義を通して研修し、実践的な指導力の向上をめざします。（第２回保健体育代表者会を兼ねています。）

※運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、水分補給用の飲み物をご持参ください。 

【講師】濱野 修二  紀州教育支援事務所充指導主事 

日時 ８月２３日（火）１３：３０～１５：３０ 場所 百合が丘小学校 体育館   

http://www.nabari-mie.ed.jp/minakuru/


 

 

 

 

 

○ 課題研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員研修「美術展覧会出品作品をもとに」                                         （全） 

 平成２８年度名張市立学校・園美術展覧会に出品された作品をもとに研修します。各校の取組について互いに情報

交流をしたり、講師から助言をいただいたり、教材や指導法についてともに学び合いましょう。 

【講師】名張市立学校・園美術展覧会運営委員会にて相談します。    

日時 １１月２４日（木）１５：３０～１７：００ 場所 百合が丘小学校 体育館   

県総合教育センター連携講座の旅費コード 

小：１１８１－２２  中：１１８３－２２ 

特別支援教育担当者研修「『関係づくり』のポイント、

ことば・かずの指導」               （Ⅰ・Ⅱ） 

 特別支援学級経営の基礎講座、第２回です。初めて特別支

援学級を担任された方は、ぜひ参加してください。 

【講師】 

西岡 俊充 名張市教育委員会指導主事 

廣岡 洋子 拠点校アドバイザー 

三村 まゆみ 子ども発達支援センター教育専門員 

松田 和隆  子ども発達支援センター教育専門員 

日時 ５月３１日（火）１５：３０～１７：００  

場所 教育センター サイエンスルーム  

授業力アップ講座「学力向上のために必要な

指導スキル～思考力の育成を視野に入れて～」 

   （Ⅰ・Ⅱ） 
 学力向上に向けて、アクティブ・ラーニングや図

書室の活用などについて学びます。 

【講師】塩谷 京子 放送大学客員准教授・関西 

大学非常勤講師 

日時 ６月３日（金）１５：３０～１７：００  

場所 錦生赤目小学校 図書室 

ビギナーズ研修「名張市における教育センター

の役割とその活用」                （Ⅰ） 

 新規採用のみなさん、他地域から異動されたみな

さん、教育センターはみなさんの応援団です！ 

(初任研の校外研修（個別研修）の１つとなります。)  

【講師】教育センター指導主事・教育専門員・研

修員・ボランティア室チーフコーディ 

ネーター等 

 

日時 ６月９日（木）１４：００～１７：００ 

場所 教育センター 大研修室   

週末教育事業体験「科学実験・ものづくり

を一緒にしませんか？」＆課題研究発表 

（Ⅰ・Ⅱ） 
・子どもたちに大好評の週末教育事業。少人数で 

ゆったりと週末教育事業体験をしてみません

か。 

・Ｈ２７年度課題研究（北中：松井教諭）の報告

会も実施します。 

【講師】教育専門員 藤岡 正則 

    ＣＳＴ 瀬川 和之 薦原小学校教諭 

    ＣＳＴ 松井 伊都子 北中学校教諭 

※ＣＳＴ：コア・サイエンス・ティーチャ― 

日時 ７月２６日（火） 

１３：００～１６：３０  

場所 教育センター ものづくりルーム   

特別支援教育事例検討研修「事例から学ぶ～気になる

子どもへの理解と対応～」             （Ⅰ・Ⅱ） 

 該当校の子どもたちの状況について分析し、理解を深め、

具体的な手立てを考えます。 

【講師】新山 君代 津市小中一貫教育における学力向上支援員、

名張市特別支援教育に係る教育相談会スーパ

ーバイザー 

＜第 1回＞ 

日時 ６月１４日（火）１５：３０～１７：００ 

場所 錦生赤目小学校 

＜第２回＞ 

日時 １０月１１日（火）１５：３０～１７：００ 

場所 ※後日募集します。 

ばりっ子チャレンジ教室「ばりっ子チャレンジ教室体

験で学ぶ」（年間 16 回）               （Ⅰ・Ⅱ） 

「ばりっ子チャレンジ教室」の見学及び、事後検討会への参

加により、子どもの「困り感」の把握と対応の仕方について

学びます。 

【講師】 

西岡 俊充 名張市教育委員会指導主事 

廣岡 洋子 拠点校アドバイザー 

三村 まゆみ 子ども発達支援センター教育専門員 

松田 和隆  子ども発達支援センター教育専門員 

＜前期日程＞ 

日時 ６月４日、６月１１日、７月９日、７月２３日、 

８月２７日、９月１０日、９月１７日（いずれも土曜日） 

１３：４５～１７：００  

場所 教育センター 中会議室他 

※後期の日程は、後日お知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジ教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 研究報告研修講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教育「発達障害の子どもをつつむク

ラスづくり～二次障害やいじめへの対応～」（全） 

発達障がいのある子どもが安心して過ごせるクラ

スづくりについて、豊富なご経験や研究をもとに、わ

かりやすく具体的にお話いただきます。 

★県総合教育センターとの連携講座。旅費は県負担で

す。 

【講師】松久 眞実 プール学院大学准教授   

日時 ８月１８日（木）９：００～１２：００  

場所 教育センター 大研修室   

学級経営「『やっぱり子どもが好き』から始め

る学級経営〜魁・殿教師と凸凹のある子ども達〜」 

（Ⅰ・Ⅱ） 子どもも教師も笑顔になる学級づくり

について学ぶ講座です。 

【講師】金 大竜 大阪市立千本小学校教諭 

★県総合教育センターとの連携講座。旅費は県負担で

す。 

日時 ８月８日(月）９：００～１２：００ 

場所 教育センター 大研修室 

幼児教育「保幼小接続カリキュラムの可能性 

ー保育の質とこれからの幼児教育についてー」（全） 

 幼児期から児童期へのなめらかな接続と連携につい

て学ぶ講座です。 

【講師】木下光二 鳴門教育大学教授 

日時 ８月８日(月）１３：３０～１６：００  

場所 教育センター 大研修室   

特別活動「クラスが変われば子どもが変わる 

～クラス会議の実際～」           （Ⅰ・Ⅱ） 

 子どもとの関わりをとらえ直し、意欲を高める実践

を具体的に紹介していただきます。 

【講師】伹馬 淑夫 桔梗が丘東小学校教諭 

日時 ８月９日(火）９：００～１２：００  

場所 教育センター 大研修室   

ふるさと学習「なばり学」「名張市内フィールドワーク」      （Ⅰ・Ⅱ） 

 初めて名張に来られた方、ぜひご参加ください。名張の見どころ満載。 

この日の出会いは今後の教職生活にきっとプラスになりますよ。 

※飲み物持参。暑さ対策をしてお越しください。（初任研の校外研修（個別研修）の１つとなります。） 

【講師】谷戸 実 薦原小学校校長・門田 了三 文化生涯学習室・藤本 佐利 社会同和教育指導員 

 

日時 ８月２６日（金）１３：００～１７：００ 場所 名張市内 集合解散場所は名張市役所北側玄関前   

ばりっ子わくわくキャンプ「ばりっ子わくわく

キャンプで学ぶ野外活動」      （Ⅰ・Ⅱ） 

 特別な支援を必要とする３・４年生の児童とともに

一泊二日の曽爾合宿を行います。そのスタッフの一員

として参加し、支援の仕方や野外活動について学びま

す。 

【講師】教育センター職員他 

日時 ８月１６（火）～１７日（水） 

 ※８月１６日（火）は、自主研修として参加可 

場所 国立曽爾青少年自然の家 

教師のための仕事術「０（ゼロ）から学べる学

級経営と時間術」                  （Ⅰ・Ⅱ） 

 教師の仕事マネジメントについて学びます。学級経

営や時間の使い方など、多忙な教師の皆さんにとって

活かせる内容です。 

【講師】長瀬 拓也 同志社小学校教諭 

日時 ８月２５日(木）１３：００～１５：００  

場所 教育センター 大研修室   

平成２７年度プロジェクト研究発表「活用する力を育む国語の授業づくり～問題づくりを通して～」（全） 

 国語科の授業における「活用する力」を育むための方法について、研究の成果を発表します。講座の後半では、実

際に参加者のみなさんに問題づくりに取り組んでいただき、今後の授業づくりに役立てていただこうと思います。 

【講師】森 恭一 蔵持小学校教諭・岩垣 淑美 蔵持小学校教諭・福森 慎 すずらん台小学校教諭 

井岡 あずさ 桔梗が丘小学校教諭・中島 哲士 梅が丘小学校教諭 

福岡 真由美 名張中学校教諭・濱田 博之 赤目中学校教諭・垣下 智 教育センター指導主事 

 

日時 ８月１日（月）１３：３０～１６：３０  場所 教育センター 大研修室 



○ 職務研修 

マスター・ 

ベーシック 

研修 

（Ⅲ） 

国、県の教育課題 

教育施策 

教育を取り巻く情勢 

学力向上 

教育法規 

教育の今日的な課題 

学校経営マネジメント 

中央研修還流報告  等 

上島和久 名張市教育委員会教育長 

中森早苗 教育委員会学校教育室長 

６月１２日（日） 

９：００～１１：３０ 

教育センター 

大研修室 他 

杉森弘章 県教委市町教育支援・人事監 

福島良和 教育委員会学校教育室指導主事 

６月２５日（土） 

９：００～１１：３０ 

上谷典秀 名張市教育委員会管理主事 

脇谷明美 県教委学力向上推進プロジェク

トチーム学力向上推進班充指導

主事 

７月９日（土） 

９：００～１１：３０ 

市橋秀介 教育センター長 
７月２４日（日） 

９：００～１１：３０ 

名張教育会館 

大会議室 他 

川岡加寿子 桔梗南小学校校長 

松山修吾  美旗小学校教諭 

１０月８日（土） 

９：００～１１：３０ 教育センター 

大研修室 上島和久 名張市教育委員会教育長 

福村俊夫 美旗小学校校長 

１月２１日（土） 

９：００～１１：３０ 

○ 自主研修への支援 

ケースカン 

ファレンス

（全） 

事例研究 
山田 忍 

臨床心理士 

５月１３日・６月１７日１６：３０～１８：００ 

８月２６日 ９：００～１２：００ 

１０月１４日、１１月１８日、１２月９日、２月１０日 

１６：３０～１８：００         （いずれも金曜日） 

教育センター 

中会議室２ 

○ 学校と地域の連携への支援 

子育て支援 

研修会 

子どもの育ちをサポートするために 
～ほめ方・叱り方を変えると子どもが変わる ～ 新山 君代  

特別支援教育士 
名張市特別支援教育に係

る教育相談会スーパーバ

イザー 

５月２８日(土） 

 ９：３０～１１：３０ 

教育センター 

大研修室 
子どもの育ちをサポートするために 
～ルールって誰のためにあるんだろう？～ 

７月２日(土） 

 ９：３０～１１：３０ 

子どもの育ちをサポートするために 
～困っているのは誰ですか？～ 

９月３日(土） 

 ９：３０～１１：３０ 

家庭教育 

連続講座 

子育ての悩み、考えあいましょう！ 
※保護者対象の講座です 

岡田 まり子 
家庭教育講師 

社会教育委員 

６月１４日、７月１２日 

９月１３日、１０月１８日 

１１月８日（いずれも火

曜日）１０：００～１２：００ 

教育センター 

サイエンスルーム 

ちょっと 

ホッとの会 

学校に登校しにくいお子さんをもつ保護者

の方々のつどい 
※保護者対象の講座です 

髙橋 佳津代 

谷口 和也 

教育センター研修員 

１１月１９日（土） 

１月２１日（土） 

１３：３０～１６：００ 

教育センター 

さくら教室 

臨床心理士に 

よる教育相談 
臨床心理士による土曜日の教育相談 

木村 敦裕 
臨床心理士 

６月１８日、１０月１５日、

２月１８日（いずれも土

曜日）１３：００～１６：００ 

（相談時間は約４０分） 

教育センター 

相談室 

図書館ボランティ

ア研修講座 
学校における読み聞かせのコツ（仮） 

茅谷 千恵子  
子どもの本屋こぴす

くらぶ店主 

９月９日（金） 

１４：００～１５：００ 

教育センター 

大研修室 

図書館ボランティ

ア・学校司書・司書

教諭等研修講座、子

ども読書活動推進 

学校図書館の役割とその活用について 

～並行読書のすすめ～（仮） 

茅谷 千恵子  
子どもの本屋こぴす

くらぶ店主 

９月９日（金） 

１５：３０～１７：００ 

教育センター 

大研修室 

学校生活支援 

ボランティア 

研修会 

ボランティアサロン 
藤本幸生・福森茂美 

今出好昭・椋本 憲 

吉村和仁・松本順子 

学校生活支援地域本部事業チー

フコーディネーター 

６月２日（木） 

１４：００～１６：００ 

以後、毎月木曜日開催 

教育センター 

多目的スペース 

学校ボランティア研修会「学校ボランティ

アとしての役割の理解」 
７月２２日（金） 

１４：３０～１６：３０ 

教育センター 

大研修室 

学校支援地域本部事業に係るコーディネーター

養成研修会 
１１月 

日時は未定 

教育センター 

大研修室 

✿自主研修講座開催希望、教職員教養講座の希望などお気軽にご相談ください。 
✿台風時、東海地震等非常時における講座実施の対応につきましては名張市教育センターホームページを 
ご覧ください。（http://www.nabari-mie.ed.jp/minakuru/） 


