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本年度の研修講座は、「小中一貫教育」、「アクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）」、「ユニバ

ーサルデザイン」をキーワードとして構築しています。また、ふるさと学習「なばり学」の実施に向け、「なばり

学」の研修講座を増設しました。その他、喫緊の教育課題に関する講座も多数開設しています。 

研修講座は体系化しています。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（Ⅰ）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「子どもをアクティブにする算数授業づくり ～算数で育てる資質・能力を考えて～」  （全） 

 算数におけるアクティブ・ラーニングの授業づくりについて学びます。 

【講師】盛山 隆雄 筑波大学附属小学校教諭  ★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 ７月２７日（木）１３：３０～１６：３０ 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 ～授業ＵＤとアクティブ・ラーニング～」     （全）       

昨年度に引き続き授業のユニバーサルデザインについて講演いただきます。また、国語科におけるアクティブ・

ラーニングについて学びます。 

【講師】桂 聖 筑波大学附属小学校教諭    

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

教育講演会「今一度、人権・同和教育の原点に立ち返って」             （全） 
 人権同和教育の原点に立ち返り、部落問題をはじめとする人権課題を通して、自分を見つめ自己認識を深めます。 
※全員参加 

【講師】土田 光子  大阪教育大学非常勤講師 

日時 ８月１８日（金）１４：００～１６：００ 場所 アドバンスコープＡＤＳホール   

体育実技講習会「安全な組立体操の実施方法～作品つくり～」               （Ⅰ・Ⅱ） 
 けがのない安全な組立体操の作り方について学びます。実技を交えた研修を通して組立体操の作品づくりを経験

していただきます。（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】荒木 達雄 日本体育大学教授 

日時 ８月４日（金）１３：３０～１６：３０ 場所 名張小学校 体育館   

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

「小学校外国語活動から中学校英語へ ～小中それぞれの役割ー新学習指導要領をふまえて～」  

 新学習指導要領をふまえ、小学校と中学校のそれぞれの役割や接続について学びます。 

★県総合教育センターとの連携講座「中学校英語教育強化研修」も兼ねています。旅費は県負担です。 

【講師】阿野 幸一 文教大学国際学部国際理解学科教授                    

日時 ７月３１日(月）１３：３０～１６：３０ 場所 教育センター 大研修室   

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


道徳教育「『特別の教科 道徳』の完全実施に向けて」                （全）  
  

★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】柴原 弘志 京都産業大学教授(教職課程教育センター長) 

 

日時 ８月２８日（月）１３：３０～１６：３０ 場所 教育センター 大研修室  

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】教育センター職員他 

＜前期日程＞ 

６月３日、６月１０日、６月２４日、７月８日、 

７月２２日、８月５日、８月２６日、９月９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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別の教科 道徳」の実施に向け、新たな「道徳科」に求められている多様で効果的な学習指導について学びま

す。導 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※書写と図工・美術についても研修講座を予定しています。詳細が決まり次第、お知らせします。 

 

○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２９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３０日（木）１５：３０～１７：００ 場所 つつじが丘小学校 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 

音楽「名張市小中学校音楽会」                                               （全） 
 小中学校の教職員が、それぞれの音楽会を研修の場としていただき、小中一貫教育の完全実施に向け、小中学校

のそれぞれの役割とつながりについて研修していただけます。 

 

日時 小学校の部 １０月２０日（金） ９：３０～１２：００、１３：００～１５：３０ 

   中学校の部 １１月 ９日（木）１３：３０～１５：３０  場所 アドバンスコープＡＤＳホール 

 

 場所 アドバンスコープＡＤＳホール 

特別支援教育担当者研修         （Ⅰ・Ⅱ） 

第１回「特別支援学級経営の基礎」 

第２回「自立活動に係る事例検討」 

第３回「事例検討」                

 特別支援学級経営の３回シリーズです。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】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２・３回講師） 

教育センター職員 

日時 第１回：５月１６日（火） 

   第２回：５月２３日（火） 

第３回：６月２７日（火） 

※いずれも１５：３０～１７：００ 

場所 教育センター サイエンスルーム  

理科「理科におけるＩＣＴの活用 ～小中一貫教育に向けて～」            （全） 

 ＩＣＴを活用した理科の授業づくりについて研修します。また、小中一貫教育の完全実施に向け、小学校と中学

校の連携の大切さについて学びます。 

【講師】後藤 太一郎 三重大学教育学部教授   

瀬川 和之 薦原小学校教諭（ＣＳＴ） 

松井 伊都子 北中学校教諭（ＣＳＴ）      ※ＣＳＴ：コア・サイエンス・ティチャー 

日時 ８月７日（月）９：００～１２：００ 場所 教育センター 大研修室  

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２１（月）～２２日（火） 

場所 国立曽爾青少年自然の家 



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）                 

 教育センターの役割や機能について学びます。初めて

名張市に着任された方は、是非ご参加ください。 

(初任研の校外研修（個別研修）の１つとなります。)  

【講師】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２０日（火）１４：００～１７：００ 

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） 

「なばり学」の創設に向けて市内の歴史にまつわる施設や企業等を見学します。新規採用者・他地域からの転入者

のみならず、みなさんのご参加をお待ちしています。 

※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 地域学校協働本部コーディネーター  門田 了三 文化生涯学習室 

    菅尾 久 比奈知文化センター  

 

日時 ８月２５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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと学習「なばり学」 

「ふるさと学習とは ～なぜ今ふるさと学習が必

要なのか～」             （全）              
ふるさと学習の意義や必要性について学びます。 

【講師】深草 正博 皇學館大学教育学部特命教授 

日時 ８月２１日（月）１３：３０～１６：３０ 

場所 教育センター 大研修室   

ふるさと学習「なばり学」 

「ふるさと学習『なばり学』について」 （全） 

 資料集の紹介や活用について学びます。また、平成

２８年度プロジェクト研究の報告も実施します。 

【講師】名張市教育委員会事務局 

    平成２８年度プロジェクト研究員 

日時 １２月２６日（火）１３：３０～１６：００ 

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？」 

（Ⅰ・Ⅱ） 
子どもたちに大好評の週末教育事業。ゆったりと週末

教育事業体験をしてみませんか。 

【講師】藤岡 正則 教育センター教育専門員  

日時 ７月２５日（火）９：００～１２：００  

場所 教育センター ものづくりルーム   

授業づくり「子どもの接点から接線へ、そして

接面へ」                 （Ⅰ・Ⅱ） 

 授業づくりの基本について学びます。人権教育の視点

を取り入れた授業づくりや子ども同士をつなぐ大切さ

について研修します。 

【講師】木村 清俊 伊賀市教育委員会 教育アドバ

イザー 

日時 ８月２１日（月）９：００～１２：００ 

場所 教育センター 大研修室   

特別支援教育「困難事例への支援の実際」                     

（全） 

 様々な事例をもとに子どもたちへの支援の方法を学

びます。具体的な支援方法を学ぶことで２学期からの子

どもたちへの接し方に生かすことができます。 

★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】小栗正幸 特別支援教育ネット代表・宇部フ

ロンティア大学臨床教授    

日時 ８月１７日（木）１３：３０～１６：３０  

場所 教育センター 大研修室   

授業づくり・学級づくり「授業で学級を創る」 

（Ⅰ・Ⅱ）  

授業を通して学級づくりを進める極意を学びます。授

業の大切さを改めて認識できる講座です。 

【講師】土作 彰 広陵町立広陵西小学校教諭 

日時 ８月１日(火）９：００～１１：００ 

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 

～保育の質とこれからの幼児教育について～」 （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(火）１０：００～１２：００  

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 名張市教育委員会学校教育室長 

６月１０日（土） 

１３：３０～１６：００ 

教育センター 

大研修室 他 

教育センター 

大研修室 

松田 誠   県教委市町教育支援・人事監 
６月２４日（土） 

９：００～１１：３０ 

廣岡 茂斉  名張市教育委員会管理主事 
７月８日（土） 

９：００～１１：３０ 

川口 裕子  県教委委員会充指導主事 

西山 嘉一 前名張中学校長 

７月２９日（土） 

９：００～１１：３０ 

廣岡 貞之  薦原小学校校長 

大杉 栄介  名張中学校教諭 

１０月７日（土） 

９：００～１１：３０ 

上島 和久 名張市教育委員会教育長 
１月２７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） 

【講師】 山田 忍（臨床心理士） 
５月１９日、７月１４日、９月１５日、１０月２０日、１１月１７日、１月１９日 

いずれも金曜日１６：３０～１８：００       

教育センター 

中会議室２ 

プログラミング教育（全） 調整中 ※詳細が決定次第お知らせします。 
教育センター 

パソコンルーム 

小学校外国語教育 調整中 ※詳細が決定次第お知らせします。 
教育センター 

中会議室１ 

通級教室 学期に１回程度 
教育センター 

中会議室１ 

○ 学校と地域の連携への支援 

子育て支援 

研修会 

育てにくさを感じる子どもの理解と対応 

～子どもへの上手なかかわり方～ 

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３０日(火） 

 ９：３０～１１：３０ 

教育センター 

大研修室 
発達に凸凹のある子の自立に向けて 
 ～家庭でのルールやしつけ～ 

７月４日(火） 

９：３０～１１：３０  

困っているのは誰ですか 
 ～学習面での子どもの理解と支援～ 

１０月１４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 

松原 利子 
 津家庭教育研修会 

家庭教育スタッフ 

６月１３日、７月１１日 

９月１２日、１０月１７日 

１１月１４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 

思春期の子どもとのかかわりについて 
～学校に行きにくい子を支えるために～ 
※保護者対象の講座です 

森川 泉 
臨床心理士・三重県ス 

クールカウンセラー 

スーパーバイザー 

６月１７日、９月９日、 

３月３日（いずれも土曜

日）１０：００～１２：００ 

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会 
（不登校をはじめとする子育てに関するさまざ

まな悩みの解消にむけて） 

木村 敦裕 
臨床心理士 

５月２０日、６月２４日、 

９月１６日、１０月２１日

１１月１８日、１２月１６

日、１月２０日、２月１７

日（いずれも土曜日） 

９：００～１２：００ 

教育センター 

相談室 

学校司書・司書教諭等

研修講座、子ども読書

活動推進講座 
ビブリオバトルを楽しもう！ 

岡野 裕行 

皇学館大学文学部 

国文学科准教授 

９月２６日（火） 

１４：３０～１５：２０ 
市内中学校 

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

動推進講座 

学校図書館におけるビブリオバトルの活用 

岡野 裕行 

皇学館大学文学部 

国文学科准教授 

９月２６日（火） 

１５：３０～１６：３０ 
市内中学校 

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 

松本順子・中島 功 

谷戸 実 

地域学校協働本部 

チーフコーディネ

ーター 

５月１１日（木） 

１４：００～１６：００ 

以後、原則毎月 

第１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２４日（月） 

１４：００～１６：３０ 

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 
調整中 

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/） 


