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Ⅱ

国語
主体的・対話的で深い学びの実現に向かう授業改善

【講師】青木 伸生 筑波大学附属小学校教諭

日時 ８月２０日（火）１４：００～１６：００

場所 教育センター 大研修室

５１８－０４８５
三重県名張市百合が丘西５番町２５番地 適応指導教室（さくら教室）２Ｆ

Tel 0595-63-7830 Fax 0696-63-7830
事務室・教育よろず相談 １Ｆ E-mail:sakura@nabari-mie.ed.jp
Tel 0595-64-8801 Fax 0595-64-8802
E-mail:kyouiku-ce@city.nabari.mie.jp 学校ボランティア室 １Ｆ

minakuru01@nabari-mie.ed.jp Tel 0595-64-8864 Fax 0595-64-8802
ホームページ http://www.nabari-mie.ed.jp/minakuru/

第４号では、教職員の資質向上のための研修講座
を紹介します。日常の授業や子どもとの関わりに生か
せるものや、自分の領域に関する知識や考え方を広げ
るものなど、多数解説しています。
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。各講座に主な対象者を下記
のように記載していますが、全ての講座にご参加い
ただけますので、ぜひお越し下さい。
全 保護者・教職員・一般
Ⅰ 全教職員（幼・小・中・保育士）
Ⅱ 小・中
Ⅲ 初任者・転入者
Ⅳ 管理職・中堅教職員

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～
【講師】平松 義樹 愛媛大学名誉教授

日時 ８月９日（金）１４：００～１６：００

場所 アドバンスコープＡＤＳホール

全員参加

教科・領域研修

Ⅱ

算数 【授業力パワーアップ講座】

算数のよさや美しさ、考える楽しさを味わう授業づくり

～「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して～

【講師】細水 保宏 明星大学客員教授

日時 ７月２５日（木）１４：００～１６：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅱ

図工・美術 名画鑑賞のあり方（仮）

【講師】竹田 進 百合が丘小学校教諭

日時 ８月８日（木）９：００～１１：３０

場所 教育センター ものづくりルーム

Ⅱ書写 書写指導の基礎基本

【講師】福村 俊夫 名張小学校教諭

岩森 進 梅が丘小学校教諭

日時 ８月１９日（月）９：００～１１：３０

場所 教育センター サイエンスルーム

ものづくりルーム

Ⅱ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～

【講師】川村 一代 皇學館大学文学部

コミュニケ―ション学科准教授

日時 ８月５日（月）９：００～１２：００

場所 教育センター 大研修室

全

Ⅱ

理科 理科実験での工夫

～お困り実験のヒントを考えよう～

【講師】吉住 昌三 藤岡 正則

教育センター教育専門員

日時 ８月１日（木）１０：００～１２：００

場所 教育センター サイエンスルーム

日常の授業づくりのヒントや、教科指導において更に
追求したいことなどを学ぶことのできる講座です。

Ⅰ

体育実技講習会 陸上指導

【講師】德地 和子 アクティブ名張スポーツクラブ

インストラクター

日時 ８月２６日（月）１０：００～１１：３０

場所 桔梗が丘小学校 屋内運動場



８月まで課 題 研 修
それぞれの先生方の課題に応じて解決に向かったり、
現代の教育事情に応じて取り組むための講座です。

Ⅱ

特別支援教育担当者研修
①特別支援事例研究Ⅰ ②特別支援事例研究Ⅱ

【講師】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

日時 ①６月１１日（火）１５：３０～１７：００

②７月 ４日（木）１５：３０～１７：００

場所 教育センター サイエンスルーム

Ⅱ

特別支援教育 発達障がいと不登校

【講師】小林 穂高 名張市立病院副診療部長・小児科医師

日時 ８月２日（金）１４：００～１６：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅲ

ビギナーズ研修
学校現場における実践的教育について

【講師】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

日時 ６月７日（金）１４：００～１７：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅱ

授業づくり・学級づくり
授業で学級を創る

【講師】土作 彰

広陵町立広陵東小学校教諭

日時 ７月３０日（火）９：００～１２：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅱ

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？

【講師】吉住 昌三 藤岡 正則

教育センター教育専門員

日時 ７月２９日（月）９：３０～１２：００

場所 教育センター サイエンスルーム

Ⅱ

ふるさと学習「なばり学」
平成３０年度プロジェクト研究発表

【講師】平成３０年度プロジェクト研究員

日時 ８月２７日（火）９：００～１０：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅱ

ふるさと学習「なばり学」
ふるさと学習「なばり学」実地研修

【講師】教育センター職員 他

日時 ８月２７日（火）１０：３０～１２：００

場所 赤目滝

Ⅲ

ふるさと学習「なばり学」
名張市内フィールドワーク

【講師】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

門田 了三 文化生涯学習室

日時 ８月２７日（火）１３：００～１７：００

場所 名張市内

Ⅱ

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～

【講師】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

日時 ８月５日（月）１４：００～１５：３０

場所 教育センター 大研修室

Ⅰ

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～乳幼児期における

育ちの連続性とあそびの重要性をふまえて～

【講師】長瀬 美子 大阪大谷大学教授

日時 ８月１日（木）１４：００～１６：００

場所 教育センター 大研修室

Ⅱ
若手教員スキルアップ研修
テーマ未定 (生徒指導)

【講師】大杉 栄介

名張市教育委員会学校教育室指導主事

日時 ６月２８日（月） １６：００～１７：００

場所 教育センター サイエンスルーム

Ⅱ

授業力アップ講座
主体的・対話的で深い学びを生み出す授業

～言葉を鍛えて学力向上～

【講師】阿部 秀高

森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科

教職支援センター教授・スクールカウンセラー

※校内研修会として開催予定です。

Ⅱ

詳細は未定ですが、夏
季休業中に全３回行

われます。（次号連絡）

情報教育
教科指導のためのＩＣＴ活用研修

【講師】

日時

場所 教育センター パソコンルーム

Ⅱ若手教員スキルアップ研修
テーマ未定

【講師】中村 武弘 奈良教育大学特任講師

日時 ６月上旬 １６：００～１７：００

場所 教育センター サイエンスルーム



「教科・領域研修」と「課題研
修」については、８月までのもの
を掲載しています。９月以降につ
いては詳細がわかり次第このセ
ンターだよりでお知らせさせて
いただきます。
「マスター・ベーシック研修」と

「ケースカンファレンス」について
は、１年分を掲載してあります。ぜ
ひ、研修の機会をご利用くださ
い！

第６回 事例研究

　講師：山田　忍
　　　　　臨床心理士

第１回 事例研究

第２回 事例研究

第３回 事例研究

第４回 事例研究

第５回 事例研究

教育センター
中会議室２

５月１７日（金）
１６：３０～１８：００

６月２８日（金）
１６：３０～１８：００

８月２日（金）
１６：３０～１８：００
１０月１８日（金）

１６：３０～１８：００
１１月２２日（金）

１６：３０～１８：００
１月２４日（金）

１６：３０～１８：００

Ⅰ

ばりっ子チャレンジ教室
ばりっ子チャンレンジ教室体験で学ぶ（前期）

【講師】教育センター職員 他

日時 ①６月 ８日（土）・②６月２２日（土）

③７月 ６日（土）・④７月２０日（土）

⑤８月 ３日（土）・⑥８月１０日（土）

⑦８月３１日（土）・⑧９月 ７日（土）

１３：４５～１５：００（後期も８回予定）

場所 教育センター 中会議室 他

Ⅰ

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

【講師】教育センター職員 他

日時 ８月２０日（火）～８月２１日（水）

場所 国立曽爾青少年自然の家

チャレンジ教室の後期は夏以
降に、わくわくキャンプの詳細
は６月頃にお知らせします。

マスター・ベーシック研修

ケースカンファレンス

Ⅳ

Ⅰ

ケースカンファレンスとは、臨床心理士の先生が関わっ
た個別のケースの概要について知り、その経過を学び
ながら私たちが何を目指し、どのように支援するのかな

ど、その対応について研修するためのものです。

自主研修講座の
種類や内容と

２学期以降
に予定され

ているものは、
この裏面に

あるよ。

国や県の教育施策等、教育を取り巻く情勢を学ぶとともに、
各学校や名張市の教育課題を分析し、各学校のミドル

リーダーとしての資質・能力を身につけ、課題解決に向け
て組織的に取り組める人材を育成するための研修です。

回

1

2

3

4

6

名張市が目指す教育
  中央研修還元研修及び
   教育の今日的な課題

　上島　和久
　　　名張市教育委員会教育長

　栢森　和重
　　　三重大学大学院教育学研究科
　　　　   教育実践高度化専攻准教授

１月２５日（土）
９：００～１１：３０

5
学校経営・マネジメント

教育の今日的な課題（生徒指導）

　和南　義一
　　　前名張中学校校長

　大杉　栄介
　　　 名張市教育委員会学校教育室指導主事

教育の今日的な課題
（生徒指導）

　上島　和久
　　　名張市教育委員会教育長

　山村　浩由
　　　名張市教育委員会学校教育室長

　廣岡　茂斉
　　　三重県教育委員会市町教育支援・人事監

　福島　良和
　　　名張市教育委員会管理主事

　大杉　栄介
　　　名張市教育委員会学校教育室指導主事

国、県の教育課題、教育施策
教育を取り巻く情勢

日時 場所

６月８日（土）
９：００～１１：３０

教育センター
大会議室他

１０月５日（土）
９：００～１１：３０

６月２２日（土）
９：００～１１：３０

７月６日（土）
９：００～１１：３０

７月２７日（土）
９：００～１１：３０

教育法規

テーマ

教育の今日的な課題

講師



９月以降予定されている研修講座 ※今後のセンターだよりで再度掲載します。

第1号で掲載したオオサンショウウオのオレンジちゃんの隣に、カブトムシと
スマトラヒラタクワガタが加わりました。とは言っても、今はまだ幼虫です。カ
ブトムシは6月末から７月上旬にかけて成虫へとなります。特に、カブトムシは
特殊なケースに入っており、幼虫からさなぎになるときに作る”部屋”の様子
が見やすくなっています。スマトラヒラタは体も大きく、気も強いようです。成
虫になるのが楽しみですね。教育センターへお越しの際は、ぜひ成長の様子
をご覧いただき、 教室での話題にしていただけると幸いです。

自主研修講座 Ⅱ
センター Cafe

「センター Cafe」は、本年度から開始
する新しい取組です。主に若い世代の

教職員の支援を中心として、教育セン

ターの利用拡大を目的とするものです。

気楽にセンターを活用しながら、教師

同士のネットワークを広げることがで

きればと思います。

内容としては、リラックスした雰囲

気で親睦を深めながら、互いの職場の

様子や悩みなどを交流するなど、見聞

を広めるための研修と同時に、私たち

の親交を深めていただければと思いま

す。もちろん、教育センター職員も相

談にのります。

年間６回の実施を計画しており、第

１回はガイダンスも行います。休日を

有効に利用し、堅苦しくなく教職のこ

とを学びたいなど、興味のある方はぜ

ひお誘い合わせの上、お申し込みくだ

さい実施日は以下の通りです。

①６月１５日（土） 14:00～16:30

②６月２９日（土） 9:00～11:30

③８月２４日（土） 9:00～11:30

④ １０月 （詳細未定）

⑤ １１月 （詳細未定）

⑥ ２月 （詳細未定）

参加を希望する場合は、それぞれの

実施日の３日前までに教育センターの

山﨑までご連絡ください。参加者・管

理職どちらからの申し込みでも結構で

す。

Let’s
join

お待ちしてます。

Tel  64-8801

―４月２７日（土）実施―

「顕微鏡で、ミクロの世界を見てみよう」
１０連休の初日、市内１３名の小学生が週末教育事業に参加し、顕微

鏡の使い方と、驚きや発見の世界に触れる体験をしました。

今回はKids サポータークラブの中学生と高校生が８名、大人のボ

ランティアの方も２名が補助にあたって

くれたこともあり、一層充実した活動と

なりました。それぞれの子どもたちが自

分の見てみたいものを持ち寄り、楽しみ

ながらも真剣な様子で取り組んでいま

した。つくしの胞子やタンポポの綿毛な

どの植物から水中の微生物（ゾウリムシ

やミジンコなど）までいろいろな物を顕

微鏡で意欲的に観察しました。

わくわく、いきいき

講座名 テーマ 講師 日時 場所

教科・
領域研修

新体力テスト取組実技講習会
体力向上にむけて

未定 ３学期
市内小学校

体育館

課題研修
ばりっ子チャレンジ教室で学ぶ

（後期８回）
教育センター職員他 ９月以降　８回

教育センター
中会議室他

課題研修
（若手教員

スキルアップ
研修）

テーマ未定
（生徒指導）

大杉　栄介
名張市教育委員会学校教育室指導主事

１０月（詳細未定）
１４：００～１６：００

教育センター
サイエンスルー

ム

テーマ未定
（授業運営および児童生徒理解）

中林　則孝
津市立新町小学校講師

１１月（詳細未定）
１６：００～１７：００

教育センター
サイエンスルー

ム

　　　例年、年間５回（通級指導は２回）程度実施しています。
　　　近々参加希望を募る予定です。ぜひご参加ください。

講
座

内
容

英　語　教　育 プログラミング教育 通　級　指　導

　新学習指導要領の実施
に向け、教員の英語力・
指導力の向上のため、指
導方法や指導教材の開
発・活用に関する研修を
進めます。

　プログラミング的思考に
関する研修やプログラミ
ング教育を実施するため
の指導方法、教材の活用
方法に関する研修を進め
ます。

　通級による指導につい
て事例等をもとに検討を
行います。

今日的な教育課題についてや、個々の教員の困り感
などに寄り添った支援の１つとして行っている研修です。
前頁の「ケースカンファレンス」も自主研修講座に含ま
れますが、その他にも３つの講座を行っていきます。


