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本年度の研修講座は、「主体的・対話的で深い学びにつながる授業づくり」「若手教員のスキル

アップ」を中心として構築しています。また、「特別支援教育」「情報教育」など、今日的な教育

課題に関する講座も多数開設しています。

下記のように、各講座に主な対象者を記載していますが、全ての講座に参加いただけますので、

ぜひ、お越しください。

『子どもの行動が変わる～学校や家庭でできる認知行動療法～』（全）悉皆研修

※You Tubeによる期間限定配信で行います。（夏季休業中）

【講師】松浦 直己 三重大学教育学部特別支援教育特別支援（医学）分野 教授
【場所】各学校、園にて受講

『読解力を育てる授業づくり

―今、求められている国語科の授業とは―』

（全）

【講師】守田 庸一

三重大学教育学部国語教育 教授

【日時】８月２２日（月） 13：30～16：30

【場所】教育センタ― 大研修室

『主体的・対話的で深い学びをめざす

算数数学の授業の基盤づくりとその実践』

（全）

【講師】志水 廣

愛知教育大学名誉教授

【日時】８月１日（月） 13：30～16：30

【場所】教育センタ― 大研修室

算数数学国語

『小学校外国語活動・外国語の授業づくり

～小中接続を意識して～』

（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１９日（金） 13：30～16：30

【場所】教育センタ― 大研修室

『理科の授業づくり

実験、観察の基礎基本を学ぶ』

（全）

【講師】吉住 昌三

教育センター教育専門員

【日時】７月２８日（木） 9：30～12：00

【場所】教育センタ― サイエンスルーム

小学校外国語活動・外国語科・英語教育 理科

教科・領域別研修

教育講演会

（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～）



『書写指導の基礎基本』 （全）

【講師】福村 俊夫

名張市立桔梗が丘小学校 教諭

岩森 進

名張市立梅が丘小学校 教諭

【日時】８月２日（火） 13：30～15：30

【場所】教育センタ― サイエンスルーム

多目的スペース

『版画指導の基礎基本』 （全）

【講師】竹田 進

名張市立百合が丘小学校 教諭

【日時】７月２９日（金） 13：30～16：30

【場所】教育センタ― ものづくりルーム

図工・美術

書写

『体力向上に向けた授業づくり』 （Ⅰ・Ⅱ）

【講師】濱野 修二

熊野市立有馬小学校 教頭

【日時】8月19日（金） 9：30～10：50

【場所】市内小学校 体育館

『合唱指導』 （全）

【講師】相樂 代利子

元校長・元中学校音楽科 教諭

【日時】６月１４日（火）

【場所】桔梗が丘東小学校

※時間など詳細については、後日お知らせします。

体育実技講習会

音楽

『崩れない学級をつくるための秘訣

～発達障がいのある子どもが安心して過ごせる

学級づくり～』（全）

【講師】松久 眞実

桃山学院教育大学人間教育学部 教授

【日時】8月25日（木） 13：30～16：30

【場所】教育センター 大研修室

『チームで考える不登校の理解と対応』

（全）

【講師】瀬戸 美奈子

三重大学教養教育院 教授

【日時】8月5日（金） 10：00～12：00

【場所】教育センター 大研修室

不登校特別支援教育

課 題 研 修

『若手教員おすすめ研修

子どもも教師も明日も来たくなる

学級＆授業づくり

ー事例をもとに話し合い高め合う学びの場ー』

（Ⅰ・Ⅱ）

【講師】玉置 崇

岐阜聖徳学園大学教育学部 教授

【日時】8月4日（木） 13：30～16：30

【場所】教育センター 大研修室

『ロイロノート活用講座①

基礎基本、意外と知らないカード機能、

新機能紹介』 （全）

【講師】澁谷 洋平

株式会社 Loilo

【日時】8月1日（月） 9：00～12：00

【場所】教育センター 大研修室

『ロイロノート活用講座②

シンキングツール活用、授業での活用事例

から学ぶ、実践交流』 （全）

【講師】澁谷 洋平

株式会社 Loilo

令和3年度教育センタ―

プロジェクト研究員

【日時】8月２日（火）9：00～12：00

【場所】教育センタ― 大研修室

情報教育
学級づくり

『名張市内フィールドワーク』 （Ⅰ）

「なばり学」資料集に掲載されている場所などを

訪問します。

【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９日（火） 13：00～16：５0

【場所】名張市内

※集合、解散は教育センタ―

ふるさと学習（なばり学）

【日時】７月２９日（金） 10：00～12：00

【場所】教育センター 大研修室

学校図書館担当者研修



『ちょっとホッとの会（教職員バージョン）』

－不登校について－ （全）

子どもへの対応の仕方などへのご助言をいただき

ます。

【講師】木村 敦裕

臨床心理士

【日時】８月２２日（月） 10：00～12：00

【場所】教育センタ― 大研修室

『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】杉澤 久美子

三重大学教育学部附属幼稚園 副園長

【日時】８月２６日（金） 15：00～16：50

【場所】教育センタ― 大研修室

幼児教育教育相談

『ばりっ子チャレンジ教室体験で学ぶ』 （Ⅰ・Ⅱ）

ばりっ子チャレンジ教室の見学、事後検討会へ参加

いただきます。子どもの「困り感」の把握と対応の仕

方を学びます。

【講師】教育センター職員 他

【日時】6月４日、6月１１日、6月２５日、7月９日、

7月３０日、8月6日、9月３日、9月１０日

いずれも 土曜日 13：00～17：00

【場所】教育センター 中会議室 他

ばりっ子チャレンジ教室（前期）

『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児童とともに曽爾で活

動します。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。

【講師】教育センター職員 他

【日時】8月2３日（火）日帰り

【場所】国立曽爾青少年自然の家

『名張の教育について』 （Ⅰ）

【講師】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―指導主事

【日時】６月７日（火） 14：00～16：50

【場所】教育センター サイエンスルーム

ビギナーズ研修

ばりっ子わくわくキャンプ

①『授業づくりの基礎基本』 （Ⅰ）

【講師】若林 崇之

県教委学力向上推進

プロジェクトチーム指導主事

【日時】６月３０日（木） 15：30～16：50

【場所】教育センター 大研修室

② 『生徒指導（いじめ対応）』 （Ⅰ）

【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】8月４日（木）10：00～12：00

【場所】教育センタ― 大研修室

③『QーUを活用した学級づくり』 （Ⅰ）

【講師】山村 浩由

名張市立名張中学校長

【日時】8月９日（火）10：00～12：00

【場所】教育センタ― 大研修室

④ 『特別支援教育』 （Ⅰ）

【講師】三村 まゆみ

名張市教育センタ―教育専門員

中野 絢子

子ども発達支援センター教育専門員

【日時】９月予定

【場所】教育センタ― 大研修室

⑤『不登校対応』 （Ⅰ）

【講師】今出 和美・竹野 弘樹

教育センタ―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

⑥『名張市における人権教育について』（Ⅰ）

【講師】奥中 雅則

地域環境部人権・男女共同参画推進室

併教育委員会学校教育室人権教育主事

【日時】調整中

【場所】教育センタ― 大研修室

『テーブルマジック教室～子どものハートを

つかむコミュネーション術～』（全）

【講師】野田 雅俊

テーブルマジック教室講師

【日時】８月８日（月） 13：30～15：30

【場所】教育センタ― 大研修室

教員スキルアップ研修

若手教員スキルアップ研修 学級づくりや子どもへの対応など、基礎基本について学

ぶことができる講座です。



（全）

年間３回開催予定

【場所】教育センタ― サイエンスルーム他

（全）

【講師】山田 忍（臨床心理士）

【日時】５月２０日（金）・７月８日（金）

８月５日（金）・１０月７日（金）

１２月２日（金）

16：30～18：00

※８月５日のみ、9：00～12：00

【場所】教育センタ― 中会議室２

小学校外国語教育

①『名張市の教育課題』 （Ⅲ）

【講師】西山 嘉一

名張市教育委員会教育長

【日時】６月１１日（土） 9：00～11：30

【場所】教育センター 大研修室他

②『教育の今日的な課題』 （Ⅲ）

【講師】中川 裕晴

県教委市町教育支援・人事監

【日時】６月２５日（土） 9：00～11：30

【場所】教育センタ― 大研修室他

③『教育法規』 （Ⅲ）

【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９日（土） 9：00～11：30

【場所】教育センタ― 大研修室他

マスター・
ベーシック研修

ケースカンファレンス

④『学校経営・マネジメント』 （Ⅲ）

【講師】赤塚 弘憲

元名張市立梅が丘小学校長

【日時】７月２３日（土） 9：00～11：30

【場所】教育センター 大研修室他

⑤『中央研修還流報告』 （Ⅲ）

【講師】野田 朋憲

名張市立赤目中学校教頭

成瀬 弘和

名張市立百合が丘小学校指導教諭

【日時】１０月８日（土） 9：00～11：０0

【場所】教育センタ― 大研修室他

⑥『教育を取り巻く情勢・教育の今日的な課題』

（Ⅲ）

【講師】西山 嘉一

名張市教育委員会教育長

【日時】１月２８日（土） 9：00～1０：30

【場所】教育センタ― 大研修室他
自主研修講座

（全）

年間３回開催予定

【場所】教育センタ― サイエンスルーム他

プログラミング教育

（全）

年間３回開催予定

【場所】教育センタ― パソコンルーム他

ICT活用（全）

年間３回開催予定

【場所】教育センタ― サイエンスルーム他

通級指導教室

『信頼される子どもや保護者への対応について』 （全）

ロールプレイなどを取り入れた研修を行います。

【講師】齋藤 美穂 教育センタ―スクールソーシャルワーカー

【日時】調整中

【場所】教育センタ― 大研修室

ソーシャルスキルトレーニング（SST）の指導と実例

国や県の教育施策、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、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できる人材を育成するための研修です。

今年度の研修講座も、新型コロナウィルス感染防止策を実施し、開催します。

今後の状況により、中止または、動画配信やweb会議システムでの研修に変更する可能性があります。


