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                       今年度は若手教員向けの講座、ICT活用に関する講座、図書館教育

に関する講座を増設いたしました。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。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。  
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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 0595-64-8802 

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/ 

 

令和３年度 

名張市教育センター 

研修講座 （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：人権教育の時代 （全） 

【講師】岡田 耕治 大阪教育大学総合教育系 特任教授 

YouTube による限定配信で行います。 

【場所】各学校、園にて受講 

詳しい受講方法につきましては

後日お知らせします。 

教科・領域研修 

国語：国語授業のユニバーサルデザイン―全員参加を目指す「Which型課題」の国語授業― （全） 

【講師】桂 聖 筑波大附属小学校 教諭 リモート 【日時】8月2日（月）10:00～11:45 

【場所】教育センター 大研修室 

算数：主体的・対話的で深い学びをめざす算数の授業づくり （全） 

【講師】志水 廣 愛知教育大学名誉教授 【日時】8月５日（木）13:30～16:30 

【場所】教育センター 大研修室 

小学校外国語活動・外国語科・英語教育： 

新学習指導要領に対応した小学校外国語活動・外国語の授業づくり （全） 

【講師】川村 一代 皇學館大学文学部コミュニケーション学科准教授  

【日時】8月24日（火）9:00～12:00 【場所】教育センター 大研修室 

理科：週末教育事業体験と理科授業悩み事相談会 （全） 

【講師】吉住 昌三 教育センター教育専門員【日時】7月29日（木）10:00～12:00  

【場所】教育センター サイエンスルーム 

書写：書写指導の基礎基本 （全） 

【講師】福村 俊夫 百合が丘小学校教諭  岩森 進 百合が丘小学校教諭 

【日時】7月30日（金）9:00～11:00 【場所】教育センター サイエンスルーム・多目的スペース 

悉皆研修 

mailto:minakuru01@nabari-mie.ed.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図工・美術：版画指導の基礎基本 （全） 

【講師】竹田 進 比奈知小学校教諭 

【日時】8月1９日（木）9:00～12:00 【場所】教育センター ものづくりルーム 

体育実技講習会：体力向上に向けた授業づくり （Ⅰ Ⅱ） 

【講師】矢戸 幹也 三重大学教育学部附属小学校 教諭 

【日時】8月6日（金）9:00～10:00 【場所】桔梗が丘南小学校 体育館 

課題研修 

生徒指導・特別支援教育：愛着障害の理解を踏まえた支援のポイントと実際 （全） 

【講師】米澤 好史 和歌山大学教育学部心理学教室 教授 

【日時】8月17日（火）13:30～15:30 【場所】教育センター 大研修室 

不登校：発達に凸凹のある子供への神経心理学的アプローチ （全） 

【講師】志村 浩二 浜松学院大学短期大学教授 

【日時】8月5日（木）10:00～12:00 【場所】教育センター 大研修室 

学級づくり：学級は変わる！やってみよう「クラス会議」 （Ⅰ Ⅱ） 

【講師】森重 裕二 教育カウンセリング等研究会Rhodurus代表 

【日時】8月20日（金）14:00～16:00 【場所】教育センター 大研修室 

ビギナーズ研修：名張の教育について、教科指導のためのタブレット活用研修（Ⅰ） 

【講師】名張市教育員会教育長、学校教育室指導主事、教育センター指導主事 

    NTTドコモ東海支社法人営業部ビジネスデザイン・ICTデザイン担当者 

【日時】6月8日（火）14:00～16:00 【場所】教育センター 大研修室 

情報教育：タブレット端末活用研修（中級講座）（全）  

【講師】澁谷 洋平 株式会社 Loilo 、令和2年教育センタープロジェクト研究員  

【日時】7月30日（金）13:30～16:00 【場所】教育センター 大研修室 

情報教育：タブレット端末活用研修（上級講座）（全）  

【講師】澁谷 洋平 株式会社 Loilo  

【日時】8月3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） 

【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 名張市郷土資料館職員 

【日時】8月２日（月）13:00～16:50 【場所】名張市内 ＊集合・解散は教育センター 

教育相談：ちょっとホッとの会（教職員バージョン）（全） 

【講師】木村 敦裕 臨床心理士 

【日時】8月６日（金）14:00～16:00 【場所】教育センター 大研修室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の 

一人一台タブレット端末活用について 

【講師】大杉 栄介 ・ 曽和 良友 

名張市教育委員会事務局 

教育センター指導主事 

【日時】７月２日（金）15:50～16:50 

【場所】教育センター 大研修室 

アドラー心理学を学級運営に生かす 

【講師】但馬 淑夫 つつじが丘小学校教頭 

【日時】8月20日（金）10:00～12:00 

【場所】教育センター 大研修室 

特別支援教育 

【講師】亀田 真理子 

教育センター教育専門委員 

子ども発達支援センター教育専門委員 

【日時】9月予定 

【場所】教育センター 大研修室 

不登校 

【講師】辻村 ゆり ・ 竹野 弘樹 

教育センター適応指導教室相談員 

【日時】10月予定 

【場所】教育センター 大研修室 

生徒指導（いじめ対応） 

【講師】大杉 栄介 

名張市教育委員会事務局 

    学校教育室指導主事 

【日時】11月予定 

【場所】教育センター 大研修室 

教育の今日的な課題 

【講師】森永 美紀子 

名張市教育委員会事務局 

    教育センター長 

【日時】1月予定 

【場所】教育センター 大研修室 

幼児教育：幼児期からの運動遊びを通した基礎的な動きづくり （全） 

【講師】杉森 久美子 三重大学教育学部附属幼稚園 副園長 

【日時】8月24日（火）15:00～16:50 【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（Ⅰ Ⅱ） 

【講師】教育センター職員他 

【日時】６月５日、６月１９日、７月３日、7月１０日 

７月３１日、８月７日、９月４日、９月１１日 

 

 

【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。 

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を学びます。 

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） 

【講師】教育センター職員他 

【日時】8月20日（金）日帰り 

【場所】国立曽爾青少年自然の家 

特別な支援を必要とする児童とともに曽爾で活動をします。

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。 

若手教員スキルアップ研修（Ⅰ） 

学級づくりや子どもへの対応等、基礎基本について学ぶことができる講座です。 

いずれも土曜日13:00～17:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育を取り巻く情勢、教育の今日的な課題 

【講師】西山 嘉一 名張市教育委員会教育長 

 

 

 

教育の今日的な課題 

【講師】中川 裕晴 県教委市町教育支援・人事監 

 

 

教育法規 

【講師】西岡 俊充 

名張市教育委員会事務局 

    学校教育室管理主事 

【日時】7月10日（土）9:00～11:30 

【場所】教育センター 大研修室他 

学校経営・マネジメント 

【講師】杉森 弘章 教育センター 

    地域学校協働本部ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

【日時】7月24日（土）9:00～11:30 

【場所】教育センター 大研修室他 

中央研修還流報告 

【講師】前田 かおり 箕曲小学校校長 

    大垣内 清広 桔梗が丘小学校指導教諭 

【日時】10月9日（土）9:00～11:00 

【場所】教育センター 大研修室他 

教育を取り巻く情勢、教育の今日的な課題 

【講師】西山 嘉一 名張市教育委員会教育長 

【日時】1月29日（土）9:00～10:30 

【場所】教育センター 大研修室他 

 

 

ケースカンファレンス（全） 

【講師】 山田 忍 臨床心理士 

７月９日（金）16:30～18:00 

８月６日（金）9:00～12:00 

10月1日（金）16:30～18:00 

12月3日（金）16:30～18:00 

教育センター中会議室２ 

 

 

 

 

 

  

図書館ボランティア・子ども読書推進研修講座 （全） 

【講師】木村 由美子 JPIC読書アドバイザー  

小さい子のための読み聞かせ～パワフルなロングセラー絵本と楽しい近年の絵本～ 

【日時】9月16日（木）10:00～12:00【場所】教育センター 大研修室 

学校での読み聞かせ～伝わる読み方 伝える準備～ 

【日時】10月21日（木）10:00～12:00【場所】教育センター 大研修室 

読み聞かせを聞く～絵本の力 声の力～ 

【日時】11月18日（木）10:00～12:00【場所】教育センター 大研修室 

マスターベーシック研修（Ⅲ） 

国や県の教育施策等、教育を取り巻く情勢を学びます。各学校や名張市の教育課題を分析し、リーダー、ミドルリーダー

としての資質能力を身に付け、課題解決に向けて組織的に取り組むことが出来る人材を育成するための研修です。 

YouTube配信  

＊詳しい受講案内は後日お知らせします。 

自主研修講座（全） 

今年度の研修講座は、新型コロナウイルス感染防止策を実施し、開催します。 

今後の状況により、動画配信や、Web会議システムでの研修に変更する場合があります。 

決定次第お知らせします。 

 

プログラミング教育 年間５回程度開催予定 教育センター パソコンルーム 他 

小学校外国語教育 年間５回程度開催予定 教育センター パソコンルーム 他 

通級教室 年間３回程度開催予定 教育センター 中会議室１ 

ICTよろず研修 1学期の火曜日、木曜日＊要予約 教育センタ― パソコンルーム 

＊ICTよろず研修につきましては希望日の1週間前までに電話で予約をお願いします。 

その他の自主研修につきましては後日お知らせします。 

YouTube配信  

＊詳しい受講案内は後日お知らせします。 


