
2．研修業務 

  (1) 各種組織との連携 

           ①  交野市小・中学校長会                             

           ②  交野市小・中学校教頭会                            

           ③  交野市小・中学校生活指導研究協議会及び学校警察連絡協議会 

           ④  交野市人権教育研究協議会                          

 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

（毎月1回） 

 

  (2) 教育センター主催（共催）研修会 

 

   ①小学校初任者研修、小・中学校 2年次研修                                     

  実  施  日         内   容   等 

令和元年 5月２０日 
「応急手当（心肺蘇生法）、AEDの使用について」 

 講師：交野市消防本部救急隊員 

令和元年 6月 ４日 社会体験研修オリエンテーション 

令和元年 6月26日 
「授業研究Ⅰ（先輩の授業に学ぶ）」 

 講師：交野市立星田小学校  松岡 里紗 教諭 

令和元年 ７月２２日 
「環境体験型研修」 

 講師：大阪市立大学理学部付属植物園 職員 

令和元年 ７～８月（３日間） 社会体験研修 

令和元年 8月5日 
「『道徳科の授業』の充実を図るために」 

講師：大阪府教育センター 指導主事 佐伯 穂高 氏 

令和元年 8月19日 
「虐待対応について」 

 講師：奈良学園大学 石田 雅弘 氏 

令和元年10月２９日 
「同和問題に関する人権学習をすべての学校園で」 

講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ 指導主事 中野 泰宏 氏 

令和2年 1月16日 
「授業研究Ⅱ（異校種の授業に学ぶ）」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和２年 1月３１日 
「授業研究Ⅲ（初任者による授業実践交流） 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

  

②小・中学校 10年経験者研修                                     

令和元年 ７月２２日 
「環境体験型研修」 

 講師：大阪市立大学理学部付属植物園 職員 

令和元年 8月 5日 
「『道徳科の授業』の充実を図るために」 

講師：大阪府教育センター 指導主事 佐伯 穂高 氏 

令和２年 1月16日 
「授業研究Ⅱ（10年経験者による授業実践交流）」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

③ミドルリーダー研修                                     

令和元年 8月２０日 
「コーチングの実践スキル習得のための理論とワーク」 

講師：（株）Shuka Berry 長谷部 あゆ 氏 

 

 



 

  

④学力向上研修                                     

令和元年 ７月１９日 
「言語活用力の向上をめざす授業づくり」 

講師：京都女子大学 水戸部 修治 氏 

令和元年10月 8日 
「算数科を通した校内研究の進め方」 

講師：関西外国語大学 新坊 昌弘 氏  

令和元年10月16日 
「言語活用力の向上をめざす授業づくり」 

講師：京都女子大学 水戸部 修治 氏 

令和元年10月30日 
「研究校 授業改善」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和元年11月19日 
「研究校 授業改善」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和元年12月 9日 
「研究校 授業改善」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和２年 2月14日 
「言語活用力の向上をめざす授業づくり」 

講師：京都女子大学 水戸部 修治 氏 

 

⑤学力充実支援（先進校視察）研修 

令和元年10月24・25日 
先進校視察研修会 学力向上 

安芸高田市立美土里小学校・美土里中学校 

    

⑥小中一貫研修 

令和元年 ７月３１日 
教育フォーラム「子どもの言語能力の育成をめざした授業づくりとは」 

講師：京都女子大学 水戸部 修治 氏 

令和元年11月 7・8日 先進校視察   小中一貫教育全校サミット in堺 

令和元年11月２０日 
天の川学園公開授業 

 天の川学園 教員による公開授業及び実践報告 

    

⑦外国語教育関係研修 

令和元年 ４月２５日 
「今年度の目標と計画及びプレゼン大会について」 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和元年 ５月14日 
「『スピーキングテスト』～プレゼン大会を活用しよう～」 

講師：文教大学 金森 強 氏 

令和元年 5月20・21日 
横須賀市内小・中学校視察 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和元年 6月24日 
公開授業① 「授業づくりの基本」 

講師：文教大学 金森 強 氏 

令和元年 8月 1日 
「中学校の英語授業改善へ向けて」～プレゼン大会を活用しよう～ 

講師：文教大学 金森 強 氏 

令和元年10月 8日 
公開授業②「評価と ALTの活用方法」 

講師：文教大学 金森 強 氏 

令和元年11月 1日 
「今年度のまとめ」 

講師：文教大学 金森 強 氏 

令和２年 1月31日 
星のまち学園研究実践発表 

講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 



 

  

⑧プログラミング研修 

令和元年 ６月 ３日 

「2020年度へ向けたプログラミング教育の実施について」 

 講師：プログラボ香里園校室長 丸岡 大知 氏 

      交野市教育委員会 指導課 指導主事 

令和元年 ８月 ８日 

「先進事例から学ぶプログラミング教育」 

講師：プログラボ香里園校室長 丸岡 大知 氏 

    交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

⑨人権教育研修 

令和元年8月 1日 
「障がい者理解について」 

講師：大阪教育大学 松永 真純 氏 

令和元年10月２９日 
「同和問題に関する人権学習をすべての学校園で」 

講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ 指導主事 中野 泰宏 氏 

令和元年10月31日 
「男女共同参画社会の現状や男女平等教育の学習プログラムについて」 

講師：大阪府教育ｾﾝﾀｰ 指導主事 畑中 幸子 氏 

       

⑩生徒指導研修 

令和元年 8月19日 
「虐待対応について」 

 講師：奈良学園大学 石田 雅弘 氏 

 

⑪支援教育研修・支援教育コーディネーター研修 

令和元年 4月15日 

「支援教育に係る教育課程の編成 

（自立活動の指導、学習評価等）について」 

 講師：大阪府教育庁 指導主事 西澤 貴史 氏 

      大阪府教育センター 指導主事 髙河原 健 氏 

令和元年 8月 8日 
「インクルーシブ教育」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

  ⑫安全教育研修・学校危機管理研修 

令和元年 5月２０日 
「応急手当（心肺蘇生法）、AEDの使用について」 

 講師：交野市消防本部救急隊員 

令和元年 5月２７日 
「器械運動（組み体操の指導について）」 

 講師：元交野市小学校教員 辻本 佳史 氏 

       

⑬こ・幼・小合同研修 

令和元年 ９月 4日 
「支援教育の視点から考える 就学前教育と小学校教育の接続」 

講師：大阪府教育庁 首席指導主事 河上 弘子 氏 

 

⑭授業づくり研修 

令和元年 8月 ６日 
「授業づくりについて」 

 講師：交野市教育委員会 指導課 指導主事 

 

 

 



 

  

⑮道徳教育研修 

令和元年 8月 5日 
「『道徳科の授業』の充実を図るために」 

講師：大阪府教育センター 指導主事 佐伯 穂高 氏 

 

⑯事務職員研修 

令和元年 ８月１６日 

「教育におけるこれからの学校事務について」」 

 講師：西宮市立深津中学校 田中 圭 氏 

      豊中市立南桜塚小学校 藤井 雄一郎 氏 

      豊中市立第十二中学校 福田 康宏 氏 

 

⑰集団づくり研修（小・中学校３年次研修） 

令和元年 8月 ６日 
「クラスで使えるアクティビティ」 

講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

令和元年11月22日 
「授業研究・協議」  

講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

 

⑱図書教育研修 

令和元年 ８月20日 
「百科事典を活用した調べ学習について」 

 講師：（株）ポプラ社 原川 明 氏 

 

⑲書写研修 

令和２年 １月２１日 
「書写の指導方法」 

 講師：大阪府立交野高等学校 指導教諭 植森 克昌 氏 

 

⑳ABC専門研修講座（アドベンチャー・カウンセリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 5月31日 
(1)「アドベンチャー活動について」 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

令和元年 7月25日 
(2)実践交流① 

講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

令和元年11月15日 
(3)実践交流② 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

令和 2年 1月24日 
(4)授業見学 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 

令和 ２年 ２月１４日 
(５)実践交流③、一年間の振り返り 

 講師：交野市教育センター ピアサポーター 白鳥 司 


