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特別講座 「特別支援教育」 
 美旗小学校の校内研修に合わせながら、森ノ宮

医療大学の阿部秀高先生にお越しいただき、「全

ての子どもたちに未来を生き抜く資質・能力を確

かに育むために」と題して新しい学習指導要領に

応じた授業づくりと、魅力的な教師の力について

教えていただきました。巧みなお話に吸い込ま

れ、多くのことが学べた講座でした。来年度は、

授業力アップ講座として開催する予定です。 

自主研修講座「プログラミング教育」 

 プログラミング教育の概要やロボットを使っ

た実践等の研修を行ってきました。ロボットを

動かす実践を生かし、教育フォーラムには子ど

も対象のブースを出展し大好評でした。１年間

のまとめとして、参加者の実践をまとめた実践

事例集や年間カリキュラ 

ム案を作成しました。 

来年度も５回実施する 

予定です。 

 

自主研修講座「ケースカンファレンス」 

 学校に通う子どもたちには様々な特徴があ

り、日々の指導の中で気になることがあると思

います。この講座では、参加者が互いに事例を

持ち寄り、対応について検討した後、山田忍臨

床心理士よりアドバイスをいただいてきまし

た。来年度も６回実施する予定になっていま

す。どの職種の方にも参加いただけ 

る講座ですので、ぜひお申し込み下 

さい。 

自主研修講座「小学校外国語教育」 

           新教材の活用や文字指

導、スモールトークやフォ

ニックス等について研修

を行ってきました。楽しい 

雰囲気で実践交流を図ることで、参加者からは

「新しい教材の使い方がわかった。」や「アクテ

ィビティを実際にやってみたことはよかった。」

等の声がありました。来年度も実施予定です。 

自主研修講座「通級教室」 

 姿勢保持の難しい子への指導や集中力を継

続させるための指導の工夫、椅子や机、漢字や

計算の教材など、教育環境への配慮、コミュニ

ケーション力を高める教材など、参加した先生

方の実践や、チャレンジ教室の指導者からの具

体的な指導法の紹介で、互い 

に研修を深めました。来年度 

も開催する予定です。 

 

若手教員スキルアップ研修 

 第４回は奈良教育大学特任講師である 

中村武弘先生にお越し頂き、「ちょっとした配慮で 

子どもが伸びる授業づくり」と題し、つまずきのある

子を輝かせるための工夫を教えていただきました。 

 ３月２６日（火）には第１回講師中林則孝

先生をお招きし、第５回を開催します。 

内容は「４月の３週間で全てが決まる（授業

を核とした学級経営の方法）」です。 
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講座名 テーマ 講師 日時 場所

教育講演会
【生徒指導】
教えること、育てること、そして、愛すること　～教師として
生きる「覚悟」を問う～

平松　義樹
　愛媛大学名誉教授

 ８月９日（金）

 １４：００～１６：００
adsホール

算数
算数のよさや美しさ、考える楽しさを味わう算数授業づく
り　～「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して～

細水　保宏
　明星大学客員教授

７月２５日(木）

１４：００～１６：００
教育センター

国語 主体的・対話的で深い学びの実現に向かう授業改善
青木　伸生
　筑波大学附属小学校教諭

８月２０日(火）

１４：００～１６：００
教育センター

小学校外国語活動・外

国語科・

英語教育

新学習指導要領全面実施を見据えた移行期における小
学校外国語活動　～小中連携を視野に入れて～

川村　一代
　皇學館大學文学部コミュニケーション学科
准教授

８月５日(月）

９：００～１２：００
教育センター

理科
理科実験での工夫
～お困り実験のヒントを考えよう～

吉住　昌三・藤岡　正則
　教育センター教育専門員

夏季休業日中 教育センター

書写 書写指導の基礎基本

福村　俊夫
　美旗小学校校長
岩森　進
　美旗小学校教諭

夏季休業日中 教育センター

図工・美術 図工・美術指導の基礎基本
竹田　進
　箕曲小学校教諭

夏季休業日中 教育センター

体育実技
講習会

体育の授業づくり 交渉予定 夏季休業日中 市内小中学校

新体力テスト取組実技

講習会
体力向上にむけて 交渉予定 ３学期 市内小中学校

運営委員研修

図工・書写
美術展覧会出品作品をもとに 交渉予定

１１月２９日（金）

～１２月２日（月）

名張小学校

体育館

音楽 名張市小中学校音楽会（小学校の部）
１０月２５日（金）

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：００

ａｄｓホール

音楽 名張市小中学校音楽会（中学校の部）
１１月７日（木）

１３：３０～１５：３０
ａｄｓホール

特別支援学級経営の基礎
５月

１５：３０～１７：００

特別支援事例研究
６月

１５：３０～１７：００

特別支援
教育

発達障害と不登校
小林　穂高
　名張市立病院副診療部長・小児科医師

　８月２日（金）

１４：００～１６：００
教育センター

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 教育センター職員他
年間１６回

（前期８回、後期８回）

１３：００～１７：００

教育センター

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 教育センター職員他
８月２０日(火）～

  ２１日(水）

国立曽爾青少年

自然の家

ビギナーズ
研修

学校現場における実践的教育について

上島　和久
　名張市教育委員会教育長
学校教育室指導主事
教育センター指導主事

６月

１４：００～１７：００
教育センター

授業づくり
・学級づくり

授業で学級を創る
土作　彰
　広陵町立広陵東小学校教諭

７月３０日（火）

９：００～１２：００
教育センター

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？
吉住　昌三・藤岡　正則
　教育センター教育専門員

夏季休業日中 教育センター

情報教育 教科指導におけるICT（タブレット）の活用 交渉予定
夏季休業日中

３回
教育センター

平成３０年度プロジェクト研究発表 平成３０年度プロジェクト研究員
８月２７日（火）

９：００～１０：００
教育センター

ふるさと学習「なばり学」実地研修 教育センター職員　他
８月２７日（火）

１０：３０～１２：００
赤目滝

名張市内フィールドワーク
谷戸　実
　教育センター地域学校協働本部
　チーフコーディネーター　　他

８月２７日（火）

１３：００～１７：００
名張市内

教育相談
ちょっとホッとの会（教職員バージョン）～学校に行きにく
い子どもたちを支えるために～

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

８月５日（月）

１４：００～１５：３０
教育センター

幼児教育
乳幼児期の教育・保育に求められる発達理解と適切な援
助の在り方　～乳幼児における育ちの連続性とあそびの
重要性をふまえて～

長瀬　美子
　大阪大谷大学教授

　８月１日(木）

１４：００～１６：００
教育センター

若手教員スキルアッ

プ研修
授業づくりで大切にすることについて 交渉予定 年間３回 教育センター

授業力アップ
講座

授業のスキルアップについて

阿部秀高
　森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科教
職支援センター健康管理センタースクールカ
ウンセラー・教授

６月予定 市内小中学校

ふるさと学習
「なばり学」

※所属・役職は、平成３１年３月１３日現在

（１）  教育講演会

（２）　教科・領域研修

（３）　課題研修

特別支援教育担当
者研修

新山　君代
　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、教育センター職員等

教育センター

 


